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具体的内容
背景・要因
「助けて」との声に訪室したら、患者さまがベッドから転落し、右頬と右膝に擦過傷があり、出血 ベッドの高さを高めにしていた。
していた。
「おーい」「おーい」と言う患者の声で訪室したら、ベットに覆いかぶさるようにしてズルズルと落ち 不穏行動があったのでベット柵は4箇所設置していたが、乗り越えられていた。
ておられた。
「ガシャーン」の音で訪室してみると、患者がベットサイドで仰向けに臥床されているのを発見す
良く入眠されていて、覚醒されないまま行動された。
る。 患者の話では、Ｐトイレを済ませた後ベットに戻るときに、ベットに浅く腰掛けたため臀部よ
り滑り落ちた。
「看護婦さ～ん」と言う声にて訪室すると、ベットから上半身が落ちている状態の患者を発見。
ベット柵のセット不足。 夜間のオムツ使用の指導不足。
「誰か来て下さい」の大きな声が聞こえたので現場に行ってみると、トイレ前の廊下に倒れられて 妻の付き添いで病室前の洋式トイレに行き排泄後、立上がり下着を上げようとしてふらつき、ア
いる患者を発見。
コーデオンカーテンに寄りかかる状態でズルーと倒れた。
0時に訪室時、術後15日目の患者がベットであぐらをかいて座っておられたので、横に寝るように 不穏状態にある患者の危険行動確認不足。
促すが返事が支離滅裂。再度訪室すると、ベット柵を乗り越えているところを発見するも間に合わ
ず転落された。
10:45に看護師がナースステーションで点滴の輸液、注射液をミキシングを行った。メインの輸液 輸液の取り扱いに関する単純なミスで、知識不足、確認の未施行が原因であったと考えられた。
であるアミノフリード1000ml（2バッグ）にネオラミンマルチV、ミネラリン、ガスターを注入したが、アミ また上下バッグ開通確認の赤ラベルを剥がすことを怠っていた。
ノフリードの上室液と下室液の開通を行わないまま、11:00に持続点滴を開始した。 翌朝6:00AM
に輸液が予定より早く終了していたため看護師が開通していないことに気づき、同日分の輸液を
直ちに接続し点滴と継続、病状等に変化は見られなかった。
１６：００胃ろうからポカリスエット２４５ｍｌを注入しなければいけなかったが、ラコール４００ｍｌを準 １）注入表の見間違い、確認不十分
備し開始した。１００ｍｌ程注入したところで、他の看護師より指摘され気が付いた。注入表を１３：０
０と１６：００を見間違えた。
１７時50分頃他患から呼ばれ○号室へ訪室、患者が、左を下にして横になっているところを発見 痛みがある患者にたいし洗面所に一人にしてしまった。 洗面が終了次第ナースコールにてしら
する。洗面所からの帰りの際、車椅子を廊下に置き､自室へ戻ろうとしたが下肢がうまく運ばず､
せてくれると油断してしまった。
ベット柵をつかもうとしたがつかめず､床に横になってしまう。殿部･大腿部・頭部など皮膚変色、外
傷などなし。ＢＰ130/64 ＫＴ36.7 Ｐ70 Ｄｒ上申し経過観察とした。

改善策
ベッドの高さを下げるとともにベッド柵を固定し、倒れないようにする。
頻回観察の徹底。
本日は床上排泄とし、今後夜間は床上排泄とする。
ベット柵を４箇所設置する。 夜間はオムツを使用。
トイレは、ポータブルトイレを当分の間使用する。
付添者に患者の危険行動にたいしての指導。
用。

観察を頻回に行う。催眠剤（マイスリー）等の服

対策として、当該部署でこの輸液の取り扱いについて手順を再度確認、徹底し、また全院内的
に、確認済みの印として剥がした赤ラベルを輸液本体に再度貼り付けることとした。

１）注入表と注入物の確認の徹底２）基本の確認動作の徹底

痛みがある患者に対し体動時転倒の危険性は予測できていた。見守り、尿器の設置など早めに
検討すべきであった。 患者様の病状の変化ついての対応の遅さを感じる。患者様が変化したと
き看護師としてどの点に関わらなければならないか、業務を行なうのではなく、看護の視点で問題
点を考えていくよう指導していきたい。 日常生活において、人に手を借りる事を好まず「自分の
事は自分でする」精神が強い方なら、まず信頼関係を構築して「出来ない」事は職員に依存して貰
えるような環境作りを心掛け、転倒防止に努めましょう。
19時ナｰスコールがあり、詰所から「411室に行ってください」と連絡があったが、他患者の処置中 １回目のナｰスコールで看護師が訪室しなかったので、自分でお膳を下げようとして転倒された。 患者からのナ－スコールは、速やかに対応する。直ぐに対応できない時は、待ってもらう理由を
ですぐに対応できなかった。 ５分程して、再びナｰスコールがあり病室にいってみると洗面台の側 １回目のナｰスコールですぐに訪室できないことを、待ってもらうように伝えなかった。
伝えて待ってもらう。
でしりもちをついておられた。
1時、病棟看護師から臨時処方の請求があり、薬品名・用量に不備な点があり、医師に確認する 看護師の臨時処方請求伝票への記入間違い。
時間外での、臨時処方請求伝票への看護師の記入は、必ずダブルチェックする。
ため再度看護師に確認したら、患者名の誤りも判明した。
1日４回（4時・10時・16時・24時）施行中のメロペン0.5キット点滴の４時分点滴を忘れて施行しな
注射伝票の確認不足。 注射カゴに残っている注射薬（メロペン）の数を確認しなかった。
注射伝票の確認の徹底。
かった。
20時30分入院の患者に注射指示があり、臨時注射箋で病棟の定数から準備した。注射伝票で
病棟定数のキサンボン（40）を20mgと思い込んで、バイアルに記載されている力価を確認してな 注射薬等の準備の際は、声に出して３回確認する。
「キサンボン（20）４A＋ソリタT3 200ml」の指示であったのを、病棟配備のキサンボン（40）４A＋ソ かった。
リタT3 200ml」で施行した。結果指示量の２倍量の点滴となった。
20時ナースコールにて訪室すると、患者がベットサイドに転倒されていた。
ベットのオーバーテーブルを片付けようとして、テーブルを落としその時バランスを崩し転倒。
ベットを低くした。
23時腹痛にてソセゴン１Ａ静注した患者が、3時50分訪室時入眠中、4時物音にて訪室したらベッ 10分前に巡回訪室した時に入眠しておられたので安心した。
患者にトイレの場合に、ナースコールを押すように指導。
トサイドに患者が立っているのを発見する。右後頭頚部腫脹、一部出血あり。
２４歳患者の観察を３０分毎に行っていた。４時２０分点滴交換で訪室したときは、ベットで臥床。 ３０分毎の訪室・観察を行っていたが、物音もせず気づかなかった。
主治医より、てんかんの前駆症状でないので観察する以外に方法はないとのこと。
４時３０分ベットサイドに横たわっておられるのを発見。
２４歳患者の便意の訴えで、ポータブルトイレの使用を指導するも拒まれたので、車椅子でトイレ てんかんでの入院患者をトイレに連れて行き、その場を離れた。
経過観察。
に連れて行き終ったらコールするように説明し、その場をはなれた。１０分後コールがないためトイ
レへ行ってみると患者が床に倒れられていた。
2時間ごとの排尿誘導の際、一度患者を起こしているが拒否したため退席した。しかし、患者はも 高齢者の場合、夜間の排尿誘導の際、寝ぼけた行動をおこす危険があるので行動に注意が必 確実な排尿誘導を行って排尿がみられない場合は、時間をおいて観察する事。あるいはしっかり
ともと2時間ごとの排尿があった経緯より、その起こした刺激より患者は寝ぼけた状態になるので、 要。
目覚めさせてから排尿すませる。
起きだす、動き出す危険がある。
4時45分訪室時、不穏行動ある患者がＩＶＨ延長チューブとバルーンカテーテルをハサミで切って ハサミを病室に持っていた。 巡回時間のタイミング
刃物類を回収した。 巡回時間のタイミングとして、点滴時間に合わせて頻回に行う。
いた。
5%TZ100ml及びダラシンS600mgの指示のところ、5%TZを生食と思い込み、生食100mlで注射をし 注射の準備の際に思い込みで準備
・指示箋により注射薬を準備するに当たっては、声出し確認 ・他のナースとのダブルチェックの励
た。
行
5歳女性の左ソケイヘルニア術後の疼痛に対して、指示のアンヒバ100mg挿肛を、病棟定数分か 病棟定数からのアンヒバを使用する際の確認不足。 同じ製剤の規格違いを、病棟に配備して 指示書と薬剤の規格等の確認の徹底。
らアンヒバ200mgを間違って挿肛してしまった。定数確認時に100mgと200mgの数量違いで発見し いた。
た。 患者の異常は認められなかった。
5時25分訪室時、一時ペーシングカテーテル挿入患者がカテーテルを約20ｃｍのところまで引抜 夜間、時々カテーテル固定部付近を触っているのを知っていたが、抑制をしていなかった。
不穏等の患者のカテーテル類の挿入時は、抑制（ミトン装着）を行う。
いてあった。
６日後に右腕シャント手術予定で、当日透析日であった患者に、病棟で採血準備がされていた
採血準備がしてあった。（シャント手術予定者の採血は透析室で行うことになっている） ベット シャント予定患者のベットに札を掛けることを徹底する。
ので右側正中より採血した。
にシャント予定の札が掛けられていなかったので、シャント予定の腕から採血した。
６日手術患者の服薬（喘息薬）が、８日まで中止のままにされていた。
手術当日の服薬なしの申送りが、なされてなかった。 医師から、手術後の内服薬指示がな
服薬等の申送りの徹底。 医師は責任を持って、指示の確認。
かった。
前月31日9時に主治医より、1日からｲﾝｽﾘﾝのｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ中止、朝食前ヒューマリン10単位、BS
施行日の確認ミス。
指示書（施行日）の確認の徹底。
チェックは現行のままの指示であったのを、勘違いして当日から開始した。
ＡＭＩの不整脈で、２％キシロカイン１Ａの口頭指示で復唱しながらＩＶした。終了後、医師より50ｍ 口頭指示の伝票不徹底。 看護師の復唱も注射と同時の復唱であり、確認になっていない。
口頭指示は二重チェックの実施。 口頭指示の復唱は、注射施行前に行う。
ｇよねと確認され実際に施行したのは１Ａ（100ｍｇ）の倍量施行となってしまった。
Ａ医師が病棟２人の風邪症状の児の病棟での診察後に、一方に処方し、もう一方には処方無し 医師の処方箋の書き間違い。確認作業がなかった。 指示を受けた看護師が最後まで指示通り 処方箋はカルテと一緒に担当看護師に渡す。指示を受けた看護師は、指示通りに薬が病棟に届
で経過を見るよう指示し、処方箋を作成したが、逆に処方無しとする児の名前で処方箋を書いてし に投薬しされたことの確認不足。
いたかを確認する。以上をマニュアルとして作成した。
てしまった。指示を受けた看護師と別な看護師が与薬した。あとから、口頭指示のあった児に処方
がないことに気づき、処方箋の間違いが確認された。 風邪薬の投薬にて、特に患児の悪影響
はなかった。
ＤＩＶで抗生剤セフメタゾンキット１ｇの点滴終了時、主液へ交換する際、抗生剤を溶解していない 他の抗生剤もあり確認不足。 点滴時の観察不足。
点滴開始時のチェック
のに気づく。
ＩＶＨの点滴持続の取替え時、高カロリー輸液を溶解して遮光カバーを付けて交換した。しかし、
指示書と混入時の確認不足。
混入時に、指示書の確認。 ＩＶＨ接続時に混入薬品の確認。
ビタミン剤の混入を忘れていた。24時間後点滴交換時に気づく。
ＩＶＨ挿入による高カロリー静脈栄養とファンキゾンの24時間持続点滴を行っている患者の、ＩＶＨ ファンキゾン500mlＴＺ容器の時間配分24時間を12時間で時間切りした。
ファンキゾンに対する教育指導。 点滴交換時、指示確認。
サブ側ファンキゾン点滴の時間配分を前日の準備の際に間違えて500mlＴＺ容器に12時間にて時
間切りされていたのを気づかず点滴してしまった。
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具体的内容
IVH挿入患者の観察時、IVH滴下が遅れていたため滴下速度を早めに調節して30分毎に観察し
ていた。 14時観察時、時間どおり滴下していたので、次の観察を16時におこなった。16時観察
時、PMツイン1100mlが終了しかけていた。
ＯＰ後の不穏状態患者で両手抑制していたが、バルンカテーテルを自己抜去してあり、体の下半
身を右手側に傾けてあった。
ＰＴＣＡ後、クリティカルパス使用患者の服薬中止指示をチェックせずに、内服薬を準備し服薬し
てもった。
インスリンのヒューマリンＮ（100単位）施行患者に、名前の似ている他の患者のノボリン30Ｒ（300
単位）を注射してしまった。施行者のサイン時、誤って注射したことに気づく。
オムツ交換のため訪室したら、患者が気管切開チューブを自己抜管されていた。
ガーゼカウントが合わず、確認作業中にガーゼ専用外のゴミ箱に入っていたため、時間を要し
た。 外回りのＮｓが気づかずに、他のゴミ箱に入れたのが原因
カルデナリン錠２ｍｇ１Ｔ ２×朝・夕食後７日分の処方を、１Ｔ １×朝食後と勘違いし病棟に払
出した。その後、１包化の依頼があり薬剤部に薬が降りて来た時に気づく。
グラン７５μmg指示が出ていた。ワークシートに記載していたが、注射し忘れた。翌日に指示書
を確認していて気づいた。
シリンジポンプの流量を3mlにしたつもりであったが、積算量と流量を取り違え、流量50mlに設定
してしまった。
チューブ自己抜去の恐れがあるため、行動制限をしていたが安全帯をすり抜けIVH自己抜去し
た。
デュロテップパッチ２．５ｍｇを１枚貼るところを、処方箋の記載「１回１枚貼付」の指示を見落とし
て２枚貼ってしまった。自分が１０時に貼付し１１時に医師オーダー簿の再確認の際に誤りに気付
き、薬袋・処方箋を再度確認したところ誤りであった。患者への影響は出なかった。

背景・要因
滴下速度は患者の体位によって、速度が変わることは知っていたが、変化がなかったので30分
間隔の観察を2時間にした。

改善策
患者観察、点滴の滴下速度チェックの徹底。

家族の付添があり、両手を抑制していたので安心感があった。

観察を強化する。

クリティイカルパスのチェックを怠った。

クリティカルパスのチェックの徹底。

指示書・患者名の確認不足。

指示書と患者確認の徹底。

自己抜管される可能性が考えられたが、上肢抑制はしていたがミトン装着はしていなかった。
外回りＮｓの確認不足
処方箋の確認不足。

薬剤師の監査が機能してない。

自己抜管される可能性がある場合、上肢抑制とミトン装着をする。
する。
手術に携わる職員の確認教育の徹底

患者観察の頻度等を強化

調剤後のダブルチェックを徹底する。

その日の業務が終了したら、 ワークシートをチェックすることのなっていたが、チェックし忘れた。 業務ルールを徹底させる。
機器操作の不慣れ

シリンジポンプの設定の再度確認

行動制限のマニュアルあり、安全帯についてもマニュアルあるが今回装着できていなかったことが 安全帯装着について教育
要因
通常のルールでは、医師オーダー簿、処方箋 、薬袋の確認を行うこととなっているが、本件 で １ 薬剤投与上のルールの励行、意識欠如であり、徹底を図る。 ２ 薬袋に記載されている投与
は他の患者への麻薬処方指示が常に１回の使 用ごとに何枚と指示されていることから、１回で２ 量を確認していないものは与薬実施へ回さない。 ３ 処方箋への印字について、薬剤名２．５ｍｇ
枚貼付と思い込んでいたため誤まった。ルール通りオーダー簿、処方箋、薬袋のいずれかを確認 ２枚表記を、薬剤名２．５ｍｇ１枚２回分に改める。
していれば起きなかった。
ナースコールにて訪室すると、付添者（妻）より物音がしたので目を覚ましたら患者はベットサイド 不詳症状があったためセレネース・アタラックス点滴後、入眠されていたので安心していた。
催眠薬等を使用しているので、ベット４箇所に柵を使用、ベット上での排尿（尿器使用）を説明・
に転落していたと告げられた。どのように転倒したか不明。
指導した。
ナースコールにて訪室すると、薬を間違えて飲んだと言われて気分が悪いとの訴えられた。
化学療法の内服薬の４カプセル２×を６カプセル３×で内服された。 内服薬の自己管理。
内服前の予薬とした。
ハッチウエイという出入口に患者を退室させるために、ストレッチャーにて患者移動を行った。ハッ 安全に患者の身体が、ハッチの台の中央に乗る前に、1人離れてしまったのが要因である。
ハッチの移動は必ず3人以上のスタッフで行い、完全に患者がハッチの中央に乗るまでその3人
チに患者を乗せるため、看護師2人と医師1人にて患者を横向きにし、ハッチの台に乗せてローリ
がその場を離れないようにする事とした。
ングを行った。看護師1人は、患者の頭を持ってハッチを操作し、もう1人の看護師は体幹部を支
え、医師は下肢を持っていた。看護師2人は頭と大幹がハッチに乗っている事を確認。ローリング
している時に下肢を支えているはずの医師がその場を離れてしまったため、右下肢からハッチの
台より落ちかけている事に気付く。看護師が体幹部とともに下肢を持ち上げようとするが間に合わ
ず、医師を呼ぶも間に合わなかった。左下肢、腰部の順に床にすべり落ちてしまった。胸、頭部は
支えにより、床につく事はなかった。身体の損傷なし、バイタルサインも安定しており疼痛の訴えも
なかった。
フルカリック1号の点滴作成時、ビタミン剤の隔壁開通を忘れて点滴をつないだ。勤務交替して巡 ダブルチェックがなかった。
作成後のダブルチェック実施
回した看護師が、開通していないことを発見した。すぐに、開通させた。
ベット柵に上肢を絡ませ骨折した疑いのある児に対して、柵に絡ませ予防のためのカバーをつ
担当者は不明であったが、以前の対応マニュアルが守られていなかった。
他児も再度対応マニュアルをチェックされた。
けていたはずであったが、上下反対に臥床させていたため、カバーが役立っていなかった。医師
の回診時に気が付き、修正された。
ベッド上でリハビリ（肩関節運動療法）終了後、自力で起き上がある際に左上腕部に激痛が生
患者は乳癌から骨転移を起こしていたが、機能訓練室には腰部の骨転移のみ、情報が伝達さ
本事例から、他職種間との連携不足が環境要因にあったことが分かった。今後は、他職種間の
じ、起き上がりが困難となった。 理学療法士が病棟に状況報告し、車椅子で病棟にもどり、整 れていた。 上腕骨骨折を機会に、上腕骨にも転移していたことが分かった。
連携を密にして、必要な患者情報が伝達されるようにすることをチーム内で共有し、事故防止対策
形受診した結果、左上腕骨骨折を起こしていた。
とした。
ベリチーム顆粒３ｇの指示を1.5ｇ（ヒート）での調剤をしてしまった。
1日1.5ｇの処方が多かったため思い込みをしてしまった。 薬剤師の監査でも漏れた。
処方指示書の確認の徹底。 薬剤師監査を形式的にしない。
ヘルベッサー特注点滴の持続分が終了したため、更新する時にヘルベッサー２Ａを誤って３Ａで 点滴指示表の見誤り。
更新点滴開始時のチェック。
持続した。 薬剤の定数残薬確認時、ヘルベッサーの残薬不足に気づく。 （２時間経過）
ミエロ（脊髄造影）施行后、CTをとるはずだったが、ミエロ施行前にCTをとった為患者に余分な被 通常「ミエロ后CT」とCT依頼せんに記載してあるが「CTM」と記載されていた為、病棟看護師、放 医師はCT依頼箋に「CTM」ではなく「ミエロCT」と記入する。
爆をしてしまった。事前に病棟より頚椎CTの依頼ありCT依頼せんは「CTM」と記載されていた。
射線技師、CT看護師も、ミエロ后CTと理解せず施行してしまった。
当日病棟より「午前中にCTを」といわれ10時過ぎに頚椎CTを施行した。午後TV室で患者さんがミ
エロを施行中介助NSが午前中の頚椎CTがある事に気づき整形医師に確認。医師よりミエロ后の
CTの指示があり再度CTを施行した。
モニター波形（93歳）が乱れている為訪室すると、ベット柵に抑制固定していた手でおむつを外
前日から暴言・不穏行動「点滴を抜きかえってやる」との発言にたいして、帰れない説明のみで
患者の不満に対して、主治医からの説明。 ＩＶＨからま末梢ルートに変更。
し、ＩＶＨを自己抜針してあった。
患者の不満に対する対応が不十分だった。
ラパコレの術後患者を、ストレッチャーから病室のベットへ移す時、ストレッチャーの柵にバルー
ベットに移す時のバルーンカテーテル・センサーの管理確認ミス。
患者移動時の留置カテーテル類の安全確認を徹底する。
ンカテーテルの温度センサーが挟まっているのに気づかず、ベットに移動させた為にバルーンカ
テーテルを抜去してしまった。
ワーファリンの服用を朝のみと勘違いして、昼の配薬をしなかったために患者が服薬できなかっ 指示書の確認不足。
薬の与薬時のダブルチェック。
た。深夜勤務看護師が気づく。
胃ろう施行患者の朝注入食前空腹時血糖測定を忘れて、胃ろう部から注入食を実施した。
患者が透析日であったので注入食を早く施行することを考えていて、朝の空腹時血糖検査を忘
患者の１日の治療・検査等を把握する。
れた。
胃癌術後６日目の患者の付添い家族から、ナ－スコールがあり訪室すると、患者がＩＶＨを自己
前日の回診時、刺入部固定をやりなおして、ガーゼをあてているだけであった。 体幹抑制中
ＩＶＨの固定部は、ガーゼ固定ではなく、テガダームで固定する。 頻繁な観察を行う。
抜去されていた。
で、つなぎを着て、付添がおられたことで安心していた。
一包化調剤を自動錠剤分包機によって調剤し、正確に調剤されているか薬剤師が確認している ・当院においては外来も入院も一包化調剤を行っている。 ・錠剤のみの調剤の場合はほとんど 一包一包丁寧に検薬する事を徹底するしかない。
が、１包のみ５錠のところ４錠と、１錠少ないのを見落とす。 与薬を担当した看護師が発見し、患 自動錠剤分包機を使って調剤して るが何包か調剤しているうちに入るべき分包紙に入らず、次
者に影響は無かった。
の分包紙 又は、かなり離れた分包紙に薬剤が入り込む事がある。 そのため、目視により一包
ずつ確認作業を行っている。 ・自動錠剤分包機は購入後１６年を経過しており信頼性が非常に
低下し ている。
院外処方オーダーのプロベラ400ｍｇ２×２８日分で調剤薬局に流した。調剤薬局からの疑義照
プロベラが製造中止でヒスロンＨに変更する時、処方箋の確認をしないまま調剤薬局に処方
院外処方オーダー時の確認として、処方箋と院外処方オーダのチェックの徹底。
会でプロベラが製造中止になっているためヒスロンＨに変更となった。その際、勘違いしヒスロンＨ オーダーを流した。
200ｍｇ４Ｔ２×に変更し調剤薬局にオーダーを流した。調剤薬局も倍量投与に疑問をもちつつもそ
のまま処方した。

2

具体的内容
背景・要因
介助入浴中にシャワーチェアーと共に横転。患者は、短期記憶障害と、注意障害及び麻痺側の 注意障害、記憶障害等があり、行動が拡大してきている時期には、一人の患者に専念できる状
感覚障害あり常に見守りと介助を必要としていた。入浴介助も常に声掛けと見守りの中介助して 態ですべきだった シャワーチェアーが前方に倒れやすい構造となっている 危険が予測でき
いたが、瞬間的に転倒してしまった。患者が少し前に体重移動したことが原因であったが、声掛け る器具の使用をしたこと 患者状態の把握が甘かった
に応えてくれ危険と思われる行動は見られていなかった。しかし、足を洗いたくて前かがみの姿勢
をとったとのこと。使用した椅子が少しの体重移動で前方に倒れる構造であり、バランスを保てなく
注意障害のある患者に使用したことが転倒に繋がったと考える。また、患者の欲求を早くにとらえ
て援助すべきであった
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改善策
使用器具の安全性の再確認 自身では安全が確認されないが行動拡大し動きたい欲求が強い
時、満足できる支援体制で援助にあたれる工夫 転倒の危険性が高い患者、一時も目を離せな
い状況であり、前回はT・Vカードを入れようとした介助者の介入していない自立行動の時であった
が、今回は浴室で看護師の介入がある中での転落である。浴室では危険が高く、転倒した場合の
リスクも高い為、介助者は細心の注意を払って入浴の介助をしている。患者は左麻痺、知覚障
害、判断力・理解力の低下があり、自分でやろうとする意欲はある為どのような行動をとるかは判
断ができない。2人の患者を一緒に入浴させていたが、もう1人も介護度が高く危険である、そのよ
うな２人を一緒に入浴させる判断も甘かったと考える。 シャワーチェアーを危険性が高いと判断
し分析に入れているが、シャワーチェアーのフットレストに足がのったままの状態で患者から目を
はなしている。どんな道具でも使い方にも注意を払わないと危険となることがあるその認識も不足
していた。スタッフ内でもう一度シャワーチェアーを安全に使うための注意を再学習し安全に入浴
できるようにしたい。 浴室での事故は、生命への危険、外傷に繋がる可能性が高いので特に注
意をしてほしい。 入浴は殆どの人が楽しみに待っている時間帯である。今回の事例は転倒要因
が揃っている方の介助でありもう少し、危険性を予測して慎重な姿勢が必要だったのではないで
しょうか？患者現況の把握は充分でしたか？
病棟を整理した
処方箋との照合・確認の徹底、患者様に受け取り時に確認をする。

外来カルテを9時間紛失
整理整頓
外来処方で、セルベックスカプセル50mgが1日2カプセル、分2、35日分処方されたにも関わら
薬品違い、別物調剤、確認不足、思い込み
ず、ネオーラルカプセル50mgで別物調剤を行い、鑑査のチェックも抜けてしまった。このことは服
用前に患者様からの連絡により判明し、お詫びと共に薬剤の回収・交換した。
患者が、ベット柵をのり越えベットから転落しているところを発見する。
体動がＵＰしていたが、ベットの高さのみ低くして、抑制の措置を取っていなかった。
体動のＵＰを把握したら、安全を考慮しあらゆる措置を講じる。
患者がけいれん発作を起こし、意識消失し、病室内で転倒した。 患者は、カウンターで血糖測 外来診療、入院診療、データベースの聴取時を通して、患者からけいれん発作の概往に関する情 けいれん発作に関する情報が事前にあれば、医師、看護師も内服の必要性や神内依頼を検討で
定後、自分で体重測定をする等、ふつうに行動していたが、突然けいれん発作を起こし転倒した。 報提供がなかった。
きたと思われる。
突然の「バーン」という大きな音で、病室内にいた看護師により発見される。後頭部より出血あり。
患者が下腹部の苦痛を訴え、以前に使用していた注射を希望した。オキシンコンチン服用中で
カルテの確認不足
あったが、ソセゴン＋アタラックスPを筋肉注射した。その後、カルテを確認するとオキシンコンチン
服用前の指示であった。
患者が自分で車椅子に乗ろうとしてベッドサイドにあった車椅子をブレーキをかけずに乗った為、 ・病室のベッドサイドの面積が別館に比べると狭い為、色々な物が（患者の私物）置いてあると必
車椅子が後ろへ体重の重みでずれてしりもちをついてしまった。同室者が音がして気付き、ナース 要なスペースが確保できないこともある。 ・土、日で主治医が院内にいない時間帯でなおかつ回
コールで知らせてナースAがナースBを呼び、まずはベッドへ患者をひきあげた。OP後の為、患肢 診医も帰ってしまった時間であるため、患者の診察がすぐにできない状況であるが、当直の時間
の術部のズレ及び外傷、新たな骨折の可能性が考えられた。
帯であり、臨機応変に対応する必要がある。 ・転倒・転落の状況がリハビリで変化していく為、転
倒転落の段階を見極めて、その都度看護計画も修正、患者への説明をまめにしていくことが必
要。
患者が診察室から退出してきた際、患者の待機スペースにあったホワイトボードの受け皿部分
ホワイトボードの受け皿部分が、診察室への出入りに障害となっており、勤務員も過去に接触の
に患者の背広の袖部分が引っかかり、袖部分が２×２程度破損した。
事例があったが、特に対処していなかった。
患者給食用に仕入れているパン屋さんのパンに異物(髪の毛）が混入していることに調理師が気 パン屋さんに報告し、改善書を提出してもらった内容によると、「休み時間に帽子をはずした時に
づいた。
作業着に付着したものと思われる｣とのことまた、「帽子は夏用の短めなものを使用していた｣との
ことだった。
感染予防のための食事前の手指用消毒液が、そのままおいてあった。児童の手の届くところで 感染防止の際の、消毒液取り扱いのルールの不徹底
は、いたずらをしたり、食事に混合したりと危険な状況であった
肝動脈梗塞術当日に抗がん剤処方が遅れていたため、クリティカル・パスに従い病棟看護師が 医師の処方遅れ。臨時処方箋で抗がん剤が払出された（抗がん剤伝票での請求となってい
臨時処方箋にて薬剤部に処方依頼。前後して、医師も抗がん剤処方箋にて、薬剤部に処方依
る）。二重請求の誤りに、薬剤部でチェックされず二重に払出された。
頼。重複して抗がん剤の払い出しがあった。
観察中の２４歳患者が、１４時２０分いなくなり捜索、ガードマンより玄関から出て行かれたとの情 無断外出後、当院から３ｋｍ位離れた道路で倒れられていたのを、近くの方が救急車を手配さ
報、警察へ連絡し家族へも連絡する。 １６時２０分救急車で当院に帰院された。
れ、タオルで冷やしてもらったとのこと。
器械操作を誤り、検査結果を医師名でカルテ記載した。
パソコンの操作を誤っての誤入力 誰でも入力できることにも問題

カルテの確認
・ベッドサイド、ベッド上にできるだけ物を置かないようにする（整理整頓してもらうよう声をかける）
・看護計画の修正、患者へ必ずナースコールをおして移動をするように、又、車椅子を自分で引き
寄せられないように、離れておくなど工夫した。

全科外来のホワイトボードの受け皿を撤去した。勤務員に対する安全意識の向上のための教育
の実施及び障害がある場合は、即刻改善する。
パン屋さんとしては、従業員会議を開き、帽子は頭全部を覆うことの出来るキャップにすること、
作業開始前に衣服のチェックをすることのほか、作業工程の見直しを含めた改善策を文書報告し
てきた。 今回のパン屋さんによる異物混入は今年度複数回おきている。いずれも病院厨房で
発見し患者への影響はなかったが、業者を変更することを検討中。
消毒液が看護師が管理し、監視のもとに使用。食事の都度持ち運びし、置きっぱなしにしないこ
ととした。
医師の処方依頼は、施行直前の処方はしない。 抗がん剤処方は、抗がん剤処方箋でのみ払
い出しをする。
患者と家族と主治医の話し合いで自己退院となる。

「医師以外はカルテ記載ができないシステム」の希望があるが、業務上の支障も生じる。 器機
操作時の確認の徹底を図る。
気管切開、気管カニューレ挿入中の児の、チューブ孔にタオルが覆ってあるのが医師の回診
加湿用として使用されたとのことであったが、閉塞の危険あり観察の必要があった。また、別の方 危険認識の確認と、安全な加湿方法の指導を行った。
時、発見された。閉塞の危険があった。
法で加湿するべきであった。
気管切開を受けている児の、流唾の汚れ予防のタオルが、気切口にかかっているのを医師が見 ルールの不備、チェックの不足
動けない児でも日々変化しているので、観察を十分に行うこと、タオルは十分気切口と、はなして
つけた
使うこととした。
頚部ＭＲＩ検査で検査開始10分後コールあり、検査中断し患者の所に行くと、汗をかき検査着が 以前ＭＲＩ検査を受けたことがあり不安がられていた。 患者の体調不良。（ＳＡＲ値が高かっ
患者からの体調不良や、不安感の訴えがある場合は検査前に主治医に相談する。
濡れていたので着替えて再開した。終了後、発汗がひどく検査着がまた濡れていて「胸がく、今日 た）
は本当にきつかった」と訴えあり、見ると３×５cm赤くなっていた。
抗がん剤をはじめて使用する患者の採血結果、体表面積の記載がない伝票が回ってきた。ま 医師の多忙による説明不足や書き忘れ
ICを行う時間を考慮 医師の増員
た、患者はことの重大さを認識できていないようであった。
腰椎麻酔にて手術中、PVCに対して２％静注用キシロカインと間違えて（局所麻酔用）2％カルボ 薬品カートは、別の段になっており、置き方も、立てた状態、寝かせた状態で識別してあった。薬 薬品カート内の薬品の置き方、識別を再検討。同一カートに入れないことが最善ではあるが、患
カインを静注した。手術中の薬剤投与は麻酔科医が行っており、実施前に「リドカイン５０ｍｇｉｖしま 剤の取り出しから実施までのダブルチェックは出来ていなかった。
者様の状態変化に安全に対応するためにはそれは出来ない。 現在実施している声だし確認に
す。」と看護師に声をかけ、看護師は手術申し送り書に記入した。薬剤の準備はダブルチェックで
加え、ダブルチェックのため手順の見直しをする。
なく医師一人で行っており、実施後、看護師が廃棄されたアンプルを見て、間違いが判明。患者様
の血圧低下、徐脈に対する対応として、１日心電図モニターにて観察。
左上肢の自発動が激しく、力が強いため上肢抑制とミトン装着中の患者が、挿管チューブを自己 前日からステリキャスを引っぱったりしている情報を得ていたが、抑制しているからと安心してい 患者観察時には、抑制とミトン装着の観察も十分行う。
抜去されていた。
た。 抑制が十分に効いていなかった。
採血時、倦怠感が強い患者を後で行おうと採血管をワゴン車に残して、他患者の終了後に採血 採血時、残った採血管がこの患者分と思い込んだ。
採血時、採血管のラベル患者名と患者確認の徹底。
した。その後、主治医から検査データーが前回と違っているため再検査の指示があり、その結果、
再検査と前回検査は変わりなかった。 検査結果から採血管が他患者の採血管と入替わった可
能性がある。
採血時に、抗核抗体を取り漏らし、再度来院された際に発見することとなり、再度、採血を行うこ 採血時の確認不足
・採血時には指示カルテとの照合を徹底する。 ・検査結果票を貼付する際に指示事項がすべて
ととなった。
網羅しているかを確認する。
昨夜準備したノイアップが、冷所に残っているのに気づき、施行した。しかし、昨夜の指示でノイ
医師の指示の確認不足。 冷所から出したノイアップを返納していなかった。
医師の指示確認の徹底。 注射薬等が中止になった場合に、注射液等の回収を徹底した。
アップは今日からＯＦＦとなっていたのが分かった。
指示書を見たが、ロイコボリンは入院２日目だからないと思い込んで、ロイコボリンの10時・16時 ロイコボリンは入院２日目だから無いと思い込み、伝票の確認をしてなかった。
指示書、伝票の確認の徹底。
の注射を施行しなかった。
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具体的内容
背景・要因
死亡退院した患者のカルテをクラークが整理し、外来カルテの間に入院カルテをはさみ、他科の ・外来カルテがないことがわかった時点で、連絡がなかったこと。 ・１度確認されたカルテが、回
外来カルテと共に所定の位置に片付ける。夕方、サマリーをチェックした時には外来カルテはあっ 収されるまでにサマリー記入等で持ち出される可能性があること。また時間外では、誰が持って
た。 翌日診療録管理室の回収、同日看護サマリー記入し、8/19完全返却。この時点で外来カ いったかわかりにくい。 ・診療録→外来の間で、他のカルテとまぎれこんで他科へ行く可能性。
ルテがないことは伝えられず、8/26外来からカルテが返却されていないと連絡を受け、ナースス
テーション内、医局、各病棟外来を探すが見つからなかった。
主治医より、口頭でラシックス静注の保留指示があり、その他指示書には指示保留と記載されて 指示書の確認不足。
あった。それを指示はそのままと勘違いして施行してしまった。
手術用抗生剤ベンマリン2mg+生食100ｍlがパンスポリン1ｇに変更指示が出されていたが、変更 変更指示書の確認漏れ
前の薬剤を手術室に持参した。
受持ち看護師が不在のため、代わりに配薬（明日開始のダイアモックス）を行った。その後、受持 患者が１回目の白内障手術を先週受けていたので、術後用（明日開始）のダイアモックスを服薬
ち看護師がＯＰ患者の薬確認時、ダイアモックスが１日早く服薬させてあったのに気づく。
させたもの。
術後1日の患者が点滴末梢ルートの三方活栓に、エピのライトフェザーポンプのチューブを自分 高齢で痴呆があった。 観察不足。
で接続されてあった。 点滴末梢ルートが凝血していたため流入はならなかった。
術前患者に注射伝票指示とおり、ソリタＴ１ ５００ｍｌを施行した。しかし、クリティカルパスにはソ 医師の指示ミス。 看護師の確認不足。
リタＴ３ ５００ｍｌと記載されていた。
処置ナースが6時すぎより両手をミトンにて抑制して、経管栄養を開始した。検温や他の患者の ・患者がMSチューブ留置に対する理解 ・MSチューブ抜去を何度もしておりミトン使用し抑制して
処置で何度か訪室し、患者の様子を見るが、異常なく経管栄養注入されていた。再度検温のため いたが、注入中に抜去する恐れがあるかもという予測してなかったため
訪室するとミトン装着したままMSチューブが抜去され、腹部の上に置いてあった。経管栄養注入
中のため、誤飲、誤燕性の肺炎を起こす危険性があった。
処方箋に「アルマール（１０）１錠」と記載されていたが、当院にはアルマール５ｍｇ、アマリールは 多忙であったこと、薬剤名が似ていたこと、処方確認が不十分であったこと、監査が不十分で
１ｍｇしかなく、いずれも処方内容とは違うにもかかわらず、医師への処方確認を怠り、思い込み あったこと等が重なって薬剤取り違え調剤が発生した。
でアマリール（１）を１８日分出した。 出された薬は病棟で看護師が毎食後別に分包するが、そ
の際にも薬剤取り違えに気づかなかった。 １０日経って残りの薬剤を分包する際、はじめて病
棟看護師が気づき薬を止めた。その間患者はアマリールを毎食後１錠飲んでいたが、体への異常
は特に認められなかった。
処方箋に基づきセルシン錠を調剤したが、患者さまからの申し出に基づき確認したところ、カル カルテから処方箋への転記誤り
テにはレンドルミン錠が処方されるべきところ、セルシン錠が処方された。
食堂で食事介助後、テーブルを離れた隙に、３才の患児が椅子に座って体を揺すらせて遊び、
椅子テーブルが高く、不安定であった。チェックが甘かった。 介護者がそばから離れた。認識不
椅子ごと転倒した。頭部打撲のみで、とくに問題なかった。
足であった。
心カテ中に、ガイドワイヤーで細い血管を損傷した。
ガイドワイヤーが冠動脈の枝の細い血管に迷入し血管を損傷。
心カテ中に、冠動脈左主幹部の異常（潰瘍形成）に気づく。
もろい血管に、ガイディングカテがあたり生じた可能性も否定できない。
心カテ中に冠動脈左主幹部の異常（潰瘍形成）に気づく。
もろい血管に、ガイディングカテがあたり生じた可能性も否定できない。
新システムオンラインテスト実施のため、テスト用オーダーを作製し試験を行った。作製した検体 ・テスト用オーダー作製時に、ルーチンで使用していた番号を使用した ・テスト実施前に未検査
番号は当日ルーチン検査の番号と重複しており、その番号の血液像の結果は未入力であった。そ チェックリストで検査済を確認しなかった
の事を知らずにテスト用の結果を入力したが、その値がルーチン番号患者の値として報告されて
しまった。後日臨床側より結果の異常に問い合わせがあり発覚した。
深夜で、バンコマイシン２瓶を１日４回の指示開始を、１瓶１回と勘違いし服薬させる。白板に記
指示書の確認不足。 白板の予薬表のみを見て、指示書の確認を怠った。
載し日勤・準夜に申送り施行された。翌日の深夜勤務者が気づいた。
深夜訪室時、輸液ルートが三方活栓のところで外れていて、回路内に逆流凝固し、輸液がシー
輸液ルートの確認ミス。 ロック式でないルートが使用されていることの、確認ができてなかっ
ツに漏れていた。
た。
身障者用トイレに人が倒れていると、他患者の付添者から連絡があった。看護師が行ってみる
患者が催眠鎮静剤を内服し、普通の歩行に比べてふらつきがあった。 催眠鎮静剤を服用さ
と、患者が身障者トイレで横に倒れられていた。
せる際、ふらつき等を考え、トイレはポータブルトイレの利用やナ－スコールを使用する指導説明
を行っていなかった。
摂食困難な重症心身障害児に、注射器による水分経口投与中、注射器先端の保護用ナイロン
児の既往情報の不徹底があった。 報告の習慣が定着していない。
チューブをかじって飲み込んだ。すぐ気づいたが、既に嚥下した後であった。３時間後に報告が
あったが、本児は幽門通過障害の既往の児であったため、本来はすぐに報告され、医師の監視下
におかれるべきであった。
他科に転科した患者さんのオーダーで、クリティカルパスを使用したオーダーであるにもかかわ ・他科の患者が入院する場合は、その専門病棟で暗黙の了解となっているようなシステムやオー
らず、ミエロ後CTという指示がどこにもなく、看護師もCTの伝票が入っていたが、専門病棟ではな ダーは通じないという事を各科の医師、看護師が認識することが必要である。 ・患者に一番悪影
い為気付かなかった。CTの依頼箋を提出したところ、放射線科より胸椎、腰椎、頚椎のCTは一紙 響を与えることを自覚すること
の紙ではとれないので書き直して欲しいと連絡があった。その旨医師に伝えると、回診の医師に
頼むように言われる。回診の医師に記入してもらい再度依頼を出した。検査の欄に特記事項がな
かった。ミエロに出る前にCTをとってしまった。患者の身体には影響はみられなかった。
退所時の指示書作成時に誤った指示伝達により、投与量の誤りに気づいた。エンシェア・リキッ
誤った指示伝達。
ドが残っていた。
胆石手術時、超音波メスを使用した。先端部のチップカバーはセットされていることを確認し施行 チップカバーはネジ式による着脱方式であることから、 滅菌･洗浄後の再セットの際の接続部
された。 手術施行後縫合されたが、そのカバー（プラスチック製）が先端に付いていないことに看 の確認について再検討 を要す。
護師が気づいた。 目視で周囲を検索したが検索されず不明であったため、ＶＴＲを再生し検証し
た結果、施行中に腹腔内に脱落したことが確認された。直ちに開創し取り出した。
痴呆がある患者が、部屋で転倒されていると同室者からナ－スコールがある。訪室したら、患者 痴呆はあったが、ポータブルトイレを使用されていたので、ベット柵の４個を１個外していた。
が座り込んでいるところを発見する。
看護師の監視下で行動してもらっていたが、管理不足。
昼食のまえに室内トイレに行こうとして、途中気分が悪くなり転倒された。
トイレに行く前頃からふらっとした感はあったが、大丈夫と思いトイレに行った。
昼食前の血糖測定とインスリン注射を他業務をしていて忘れていた。患者は昼食をとってしまっ
注射指示の施行忘れ。
た。
昼食前血糖測定指示・スライディングスケール指示が出ていた。しかし、測定を忘れていたため
指示の確認を怠った。 患者の治療状況の把握不足。
に患者は昼食を取られた。
注射をするため２度穿刺したが失敗した。そこで、私は他の看護師に注射を依頼しようと考えた。 気がつかなかった。 大丈夫だと思った。 無意識に作業をした。
その時私の手元に酒精綿が無かった。私は酒精綿を取るために注射器を右手から左手に持ち替
えた。右手に酒精綿を持ち、左手で患者から針を抜いたときに注射器を持っていた左指がすべり、
私の右手第一指の付け根に当たり針が刺さった。 その後、他の看護師に注射を変わってもら
い、すぐに患部を流水で洗浄した。 穿刺した患者から針を抜く時は、酒精綿をあらかじめ手元
に用意する。注射器を抜く時は、持ち替えずにそのまま患者から抜く。
虫垂炎切除手術後の医師オーダーは 「朝、飲水可」のみであったが、オーダー簿を点検確認し 医師の指示の記載にも一因があるが、良く確認すれば誤りは防げた。また、「おかしい」と思いな
ていたところ、すぐ近くに「常食」 その下に「昼から五分粥、夕から全粥」と記載 されていた。 コ がら、独自の判断で行動を起こしている。あいまいな場合等は「立ち止まり・他のスタッ フと確認」
ンピューターのオーダー内容に誤りはなかっ たが、この「飲水可と常食」は同一オーダーと思い のルールに違反した。
込み確認せずに朝の常食が出ていないのはおかしいと独自判断して栄養課に直接電話オーダー
で常食を指示した。 午前中に医師回診が行われた際に患者さんが 「普通のご飯を食べた」と医
師に告げ誤りが判明した。患者自身には変化は無かった。
4

改善策
・病棟→診療録管理室のカルテ受領欄に外来カルテの欄を作り、チェックを行うようにした。その
場でないことがお互いわかる。

指示書確認の徹底。
医師指示箋と注射薬の照合を徹底する。
指示書の確認の徹底。

受持ち看護師以外に者は配薬をしない。

点滴末梢ルート抜針、ライトフェザーポンプ回収する。
医師のクリティカルパスと指示書の記載時、確認の徹底。
・ミトンにて抑制後、両手をベッド柵に固定する ・頻回に訪室する。その記録をカルテに記入する

薬棚を離すとともにそれぞれの薬剤に「アマリールと間違えないよう注意！」「アルマールと間違
えないよう注意！」のシールを貼付した。 また間違えやすい薬とその写真を各病棟に配布し、
病棟で分包する際のチェック資料とした。

転記時の確認を強化する。
椅子テーブルは、低く安定したものと交換した。 動く児には十分注意を払うことを指示した。
ガイドワイヤーのバルーンで血管損傷部を圧迫した。
ＰＴＣＡを無理に施行しない。
ＰＴＣＡを無理に施行しない。
・ルーチンで使用した番号以外でテストオーダーを作製する ・未検査チェックを十分に行う

指示書の確認の徹底。
反対側の上肢にルートを確保し、輸液ルートをロック式に交換した。
催眠鎮静剤を内服させる際、ふらつき等を考えポータブルトイレの配置。 また、ナ－スコールを
使用する指導説明を行う。
事態の大小にかかわらず、医師への報告の徹底。 チューブ付きの注射筒は安易にもちいない。

・他科の患者が入院する場合、暗黙の了解は通じない事を医師、看護師が認識し、オーダーを正
確に書いてもらう事 ・クリティカルパスのオーダーにミエロ後のCTの項目を追加してもらうように
本病棟に依頼した

医師の指示伝達の確認
セットアップの際の「緩みや破損」等の確認の徹底を マニュアル化。手技終了直後の先端部確
認のマニュアル化。
痴呆患者の管理の徹底。ナ－スコール使用を指導する。
当分の間、ポータブルトイレを使用するように指導する。
注射指示に対する実施確認の徹底。
指示確認を徹底。

患者の治療状態の把握。

注射の基本手技から外れた行為によって起きたものである。穿刺した針を抜く時は必ず利き手
で行う。 注射は日常的な業務です。慣れた作業も油断をすると大きなリスクを生みます。今後
は基本技術に沿って実施に望んで欲しい。針刺し事故が、大きく問題になっている時期の事故。
業務に慣れた頃であり、緊張感も薄れて来ている頃です。感染による発病もさる事ながら、労災等
の問題にもなり、少しの油断も組織的に影響する事を学んで下さい。
あいまい、意味不明、読取難解などの医師オー ダーがあった場合は「立ち止まり、確認」が
ルールであるが本件はこれを違反した。独自の判断をしないことは最重要遵守ルールであるが、
各個人の意識の問題に負うところが大きいため、安全室などによる意識啓蒙を推進する。
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具体的内容
朝食後の処方で投薬方法 の間違え
朝食後薬を介助し、口腔内に残薬がないことを確認し、退室した。日勤で患者の下腹部にアドナ
１Ｔが落ちているのを発見した。咽頭麻痺のため、嚥下障害があり、咳嗽とともに喀出したと考えら
れる。
定時見廻り時、輸液ポンプのアラームが鳴り、他室より先に訪室した際発見。IVH自己抜去した
ことにより、必要な補液・薬剤の中断（薬剤によっては血圧の低下、意識レベルの低下などの可能
性あり）抜去部からの出血カテーテルの切断による障害などが予測される。
転棟患者のシリンジポンプ特中のヘパリンの流量が指示を3ml/ ｈを、誤って2ml/hで設定し特
注した。
点滴の確認で訪室すると、患者２人の点滴が終わりかけていた。次の点滴ボトル２人分を詰所
で確認し、病室へ持っていき交換する。その後、検温に行った看護師が点滴ボトルの名前ラベル
が違っているのを発見した。
点滴終了のナースコールがあり、次の点滴を準備しているところへ他の患者からナースコール
があった。アミノフリードにダイモンを混注し、開通確認のシールをはがした状態でナースコールに
対応した。対応後そのまま遮光袋をかけ、点滴を施行してしまった。その点滴が終わり、次のもの
に変える際、隔壁が破れていないことに気付き、主治医に報告。患者には特に影響はなく点滴の
続行、経過観察を行った。
点滴切替で訪室した時、ＩＶＨサブ側管の三方活栓接続部が患者によって外されていた。ＩＶＨサ
ブルート逆流防止弁の所まで血液が逆流しており、すでに管内に血液凝固していた。
投薬車へのセットミスにより患者Ｔ様のガスモチン錠を11月16日から18日朝まで患者○様が服
用した。18日朝そのことに気付き主治医に報告、患者○様にも説明した。体調の変化は無い。
当該患者のワーファリン指示は、オーダー簿で は前日から１・５錠１×であったことを確認して
いた。与薬しようと与薬ワゴンの当該患者の箱を 開けると、２錠１×がセットされていたことに気
付いた。 念のため再度、オーダー簿を確認したところ、 「変更」の記載欄に、変更を確認した看
護師の確認したサインが無かったことから前日から２錠が投与されていることが判明した。医師か
らのオーダー変更の指示が、ルール以外の箇所の欄に記載されていたことから発見が遅れた。患
者への影響は無かった。
糖尿病患者の昼食前ヒューマリンＲ４単位皮下注射を他業務をしているうちに忘れてしまった。
患者は食事を食べられていた。
糖尿病性両足壊疽による切断患者の機能訓練を行う際、 車イスから床マットへ移動させる際に
ＰＴは正面に向かい 介助しようとしたところ、患者自身の後方への力が過重し すぎて仰向けに
車イスごと転倒した。 頭部打撲軽症。
同一病棟に同姓の患者が存在していて、姓のみの確認であったため患者を誤認してメチコバー
ルを処方オーダーした。オーダーした後に、病棟看護師が指示簿を確認し処方オーダーと照合し
たところオーダー簿と異なる患者に指示が出ていることに気付いて誤りを発見した。事前チエック
され患者には投与されなかった。

背景・要因

改善策
ダブルチェック
１）食後３０分後に再度ベッド周囲を点検する。

未確認
１）咽頭麻痺患者の評価不十分

眠剤を初めて内服する患者でなく、医師の指示のある薬であっても、カルテへの記載、看護記録 屯用、臨時で使用した薬剤については、看護記録に残す以外に、次の勤務者へ口頭で申し送り
を残すのみでは、カルテ整理時迄に時間がかかることもあり、重要事項の情報伝達が遅くなること をする。申し送られた者は、その事を念頭に置いて観察、見廻りを行う。
がある。
複数の看護師が関わり、担当看護師が誰か調整してくれただろうと思い確認を怠った。
担当看護師の施行最終時確認の徹底。
点滴の交換時、再確認を怠った。

点滴ボトルの交換時は、必ずボトル名を再度チェックする。

・開通確認のシールを隔壁を破る前にはがしてしまった。 ・点滴をつなげる際、隔壁が破られて
いるか確認せず施行してしまった。

不穏状態患者であったが、訪室回数が足りなかった。

不穏状態患者の訪室回数を頻回にし、観察を徹底した。

当事者は他者と比較してヒヤリ・ハットの割合が高い。

声を出して名前を最後まで確認する。 内服開始のメモには患者名を記載する。

前日に投与量が変更され、それを確認すべき担当の看護師が変更を見逃していた。見逃したの １ 医師への記載ルール遵守の徹底 ２ 変更指示棒の挿入で変更が確認されなかった場合は、
は、通常のルール外の箇所に 「変更」と医師の記事が記載されていたことも 一因である。変更 医師に確認する。
の際は、「変更指示棒」を医師がオーダ－簿に挿入するルールになっているがこの指示棒 は挿
入されていたが、所定の箇所に記載されていなかったため、一応確認したが、変更が確認されな
かったことから、指示棒の挿入が誤まりであると担当看護師が独自の判断をしたことも一因であ
る。
他業務で忘れていた。 注射施行の確認がなされていない。
注射施行のチェックを確実に行う。
使用した車イスの背もたれ角度が後方であった。 坐面の重心が低く後方へバランスが移りや 前記の要因を踏まえた対応を考慮するよう改善する。
すかった。 転倒防止付きのものではなかった。 介助の位置及び一人での対応に無理があっ
た。
処方オーダーは通常、処方オーダー専用画 面から患者ＩＤを入力して患者確認の上で薬 剤入 通常のルールを違反（照会画面から患者指定 ）したことによることから、特に非常勤医師が 病
力すべきであるが、本件は、外科入院患 者の皮膚科依頼を受け、病棟診察した後に、 一度外 棟患者をオーダー指示する場合は基本的トレ ーニングを必須とする。
来診察室へ戻り、そこの端末から病棟 入院患者照会一覧で検索し姓のみを確認して患者をク
リックしたことによる。また、当該医師は非常勤のため病棟入力を熟知していなかったことも要因
である。
過去にも転倒歴があり、その対策が不十分だった。
巡回（訪問）を頻回に行う。

同室患者の通報で、訪室したらベット柵が外れ患者が床に倒れられていた。頭部から少し血が
流れていた。
同室患者の通報で訪室したら、痴呆患者がオムツを外しバルンカテーテルを自己抜去されてい
痴呆があり、また、家人が付添中はおとなしく静かであった。付添の方が帰宅後の行動であっ
た。また大声を発せられていた。
た。
同室者から、患者がベットに立っていると報告があり、訪室したら既に患者は膝から倒れられて
胃ろう術後の患者であったが、頻回な訪室・観察ができていなかった。 患者が説明等を受け
いた。
るに関して、理解力の把握不足及び説明不足。
同室者のナスコールで訪室すると、患者が病室中央で転倒されていた。
高齢者で痴呆がある患者であったが、ベットの高さを一番低くしていなかった。 ベット柵が２本
（４本取付け可）しか取付ていなかった。
内服薬のソセゴンを自己管理指導。明日からであったソセゴンの内服を勘違いして本日から内
指示の確認不足。
服するように指導し、内服させた。チームカンファレンス時に明日からだったことに気づく。
日勤看護師が３－３点滴交換時、３－２のアミノフリードが開通されていなかったことに気づい
３－２点滴交換時、開通の有無を確認してなかった。
た。
入所患児、他院での抗けいれん薬処方を受けていた。他院の医師から、夜間の薬の一種類のみ 他院受診時の、指示系統のシステム不備。 医師の指示を保護者を介して受けていた。 紹介状
休止の指示があったが、聞いた保護者は夜間すべての投薬休止として病棟に伝えた。後日正式 を担当看護師が確認していなかった。 紹介状を診た医師からの具体的指示がなかった。
な紹介状で一種類の投薬休止の連絡があったが、病棟看護師には伝わらず、そのまま夜間の薬
がすべて休止となっていた。１ヶ月半後、再処方時に薬の余った数が多いことから、紹介状と実際
の与薬の間違いに気づかれた。 急な薬の減量により、発作が出現する可能性があったが、幸
いなことに大事に至らなかった。
入浴後ベット上に戻したが、転落の危険がある児にベット柵が十分あがっていなかったのを、医 業務手順、確認の不徹底
師が発見し注意した。
脳神経外科の手術中に医師の指示で、２％キシロカインとゲンタシン１０ｍｇを直接介助者に渡
眼科ＯＰで、ゲンタシンが１０ｍｇを使用するので、１０ｍｇと思い込んでいた。 ゲンタシンが１０
した。しかし、ＯＰ後にゲンタシンの指示は６０ｍｇであることが分かった。
ｍｇと６０ｍｇがあることを把握していなかった。
白内障の手術後の患者様の抗生剤の内服と、点眼の確認がきちんとされていなかった。退院当 患者様はＡＤＬ自立で、コミュニケーションもとれていたため、内服薬、点眼薬とも本人の管理とし
日の診察で眼圧が上がった状態で判明した。
た。手術後、内服薬については確認せず、点眼薬については本人への聞き取りで済ませていた。
泌尿器科の術前処置にプルセニド２T・マイスリー１T内服となっていたが、他業務に追われ指示
確認を怠り、与薬しなかった。
病室前のトイレで、人が倒れる物音に驚き他患者からナ－スコールがあり、直ちに駆けつけると
患者がトイレ前に倒れていた。
病棟では本人から「海老アレルギーがあるので食事に出さないで欲しい。」との申し出があった
ため、６月２９日に看護師は禁止品として「海老、カニ」を登録した。しかし、その情報を得た栄養課
は嗜好品レベルとの捉え方をしてしまう。そのため本来の禁止食品の扱い方（アレルギーの場合
は加工品をはじめエキスも出さない。）をしなかった。そのため７月１５日の夕食の中華丼に海老
が数個入ってしまう。本人は、海老に気付かず口内に入れてしまう。その時点で気付いたので吐き
出したが、口内の掻痒、ただれが出現した。
病棟の調剤終了後、処方訂正があったのでコンピューターの入力時に訂正用ＩＤではなく、誤っ
て自分のＩＤを使用したために、他の薬剤師が知らずに、再度同一調剤をして病棟に払出した。病
棟看護師のチェックで判明した。
不穏状態患者の付添者からナースコールがあり、訪室したら右頚部よりダブルＩＶＨ挿入されたカ
テーテルを自己抜去されていた。

・開通確認のシールは必ず開通してからはがす。 ・点滴をつなげ、滴下を開始する前に必ず開通
を確認する。

指示の確認を怠った。
部屋のポータブルトイレでも介助を要するため、こまめな訪室が必要だった。 記憶障害がある
ので、説明を何度も繰り返す必要があった。
・食事箋入力の際、禁止薬品の扱い方が不明確であり、これまでの経過から栄養課は、嗜好品と
とらえていた。 ・栄養課と病棟の情報が共有できなかった。

コンピューターの入力時に訂正用ＩＤではなく、誤って自分のＩＤを使用した。
不穏状態患者の抑制が右手のみで左手はしていなかった。
頼っていた。
5

家族の付添がおられたので少し

バルンカテーテルの再挿入。

個室へ移室。

患者の観察を徹底する。術後の説明を患者・家族を含め徹底する。
ナ－スコールを利用されるように指導する。ベットの高さを一番低くする。ベット柵を４本取付け
る。
指示を確認する時、声を出して読み上げる。看護師のダブルチェック。
点滴交換時は、開通の確認を必ず行う。
他医受診の際は、担当看護師も原則として付いて、指示を受ける。紹介状は、医師、担当看護
師の確認のチェックを入れてからカルテに貼る。

どのような児でも柵は十分あげておくように指示、確認した。
ＯＰ室の介助者（看護師）に、薬品の同種規格の教育。 ＯＰ中の注射薬品等の取り扱い時、
指示に対する復唱及び手渡し時の呼掛けを徹底する。
白内障の手術後は、患者様個々の状態に関係なく、内服薬についてはすべて看護師が管理し、
確認を行うこととした。点眼薬については１日目は必ず毎回看護師の指導下で点眼確認とし、出
来ない場合は２日目以降も指導を続けることとした。以上について、当該病棟全体の統一事項と
し、看護基準の中に文書化した。
指示確認の徹底。 休日勤務の業務確認。
部屋のポータブルトイレでも介助を要するため、こまめに訪室する。 記憶障害があるので、説
明を何度も繰り返す。
１．食事箋の入力方法を変更した。食事箋発行の画面に禁止食品と嗜好品を区別して表示するこ
とにより、よりわかりやすい入力方法とした。

新採用薬剤師の処方マニュアル・コンピューター訂正マニュアル等指導した。
不穏状態患者の抑制を両手施行。
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具体的内容
物音で訪室すると、ベット柵をのり越え転倒されていた。
閉鎖病棟において鍵の掛かっているはずの非常口から患者が病棟外に出る無断離院があっ
た。 事前の患者状況は、せん妄状態で、まとまりのない行動が見られていた。 看護師が他
患者対応で、当該患者の行動を把握出来ていなかった時に発生したものである。 フリーロック
システムのブザー音で異常を知り棟外数メートル先で発見・保護ができ、行方不明になることが防
げた。 本人への影響は不明。
放射線治療開始予定日以前の治療計画翌日より治療を開始してしまった。主治医より電話連絡
あり発見、特に問題はないので、そのまま続行して下さいとの事で、患者さん本人も早く始められ
て良かったと。複数名の治療計画があり、治療開始日の確認を怠ってしまった。
訪室時、ベット上で食事をされていた。他患者のこコール対応のため２分程度して病室に戻って
来ると、床頭台の横に仰臥位に倒れておられた。（ポータブルトイレに移動の際、スリッパに躓い
た。）
毎回介助服薬患者の内服薬を深夜で準備してあったが、内服させるのを忘れていた。当日準夜
で内服薬が残っているのに気づいた。
薬局クリーンルーム内で、高カロリー輸液調整時、医師の指示と違う薬剤を準備し、混合段階で
もラベルとの照合をせず思い込みで混合した。最終チェック者が間違いに気づいた。
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薬剤師がイスコチン錠のつぶしを調剤した際、賦形剤の選択を誤って乳糖で賦形した。
薬剤師が病棟からの臨時注射箋でファルモルビシン５Vを補給、その翌日に、化学療法注射箋
でもファルモルビシン５Vの請求があり補給した。病棟看護師が重複に気づく。
薬剤部で注射薬の調剤時、同一患者で内容の異なる処方箋を発見した。病棟に確認したら患者
名が違っていた。
薬剤部の無菌調剤室にて、抗がん剤の無菌調製中使用する抗がん剤の量を間違って調製し、
病棟に払出した。 病棟で施行前、調製後の空バイアルの数の確認時、数が不足しているのに
気づく。
輸液ポンプによりブレドバを点滴中、ポンプの設定値が3l/H ,9l/3Hであったが、滴数が多いこと
に気づき中断した。なお、ポンプのセットは正常であった。
夕食後薬の準備を忘れていたため、他の看護師が準備をしてくれていたがMMD1包を薬袋から
出し忘れていた。部屋持ち看護師として、確認をしなければいけないが、コール対応や看護記録
に追われているうちに忘れてしまった。準夜帯で内服確認を行うためのチェク表はチェックされて
いた。翌日指摘され気が付いた。
夕食時に湯茶サービスをしようと、オーバーテーブルの上に あった湯飲み茶碗に高温のお茶を
注いで、テーブルを患者から 離して足元近くに置いた。 患者は７７歳、軽度の痴呆あるため腹
部に抑制帯あり、危険は 予知していたのでテーブルからは離した。 注いだ後、患者が手を伸ば
してテーブルを引き寄せた際に、茶 椀が患者の足の付け根にこぼれ２度の熱傷を負った。
夕方のグリセオールの点滴を施行しようと、施行サイン欄に先にサインして病室に行った。患者
が不在であったため後でしようと、床頭台の上に置いてきた。その後忘れてしまった。
夕方の内服薬プレドニン２錠の指示を、誤って６錠与薬し服薬された。記録時、カルテ確認してい
て間違いに気づく。
理解力不良な患者が、体動が激しく、車イス乗車時、危険防止のため安全ベルトをしていた。そ
の患者が立ち上がろうとし、車イスごと後方へ転倒した。大きな物音で気付き当直医に診察しても
らった。
臨時処方のバクダ錠を半錠にして１包化し、病棟に払出した。 ７日後、病棟看護師から１包の
袋の綴目が破れていて、錠剤の半錠が入っていないと連絡があった。
臨時処方薬を病棟で確認したところ、処方ではマイスリー(10mg)が5錠となっているが、10錠薬袋
入っているとの連絡が調剤室にあった。連絡後に、病棟より多く入れすぎていたマイスリー5錠が
調剤室に返送された。 当該処方は服薬開始日の早朝に調剤しており、調剤時及び鑑査時の確
認が十分にできていなかったことに起因する調剤ミスであったと考えられる。
廊下を車椅子を押し歩行している患者を発見。3分の1荷重歩行中であり、トランス時疼痛訴えて
いた患者であり転倒のリスクがあると思われる。
扁桃腺摘出術を受ける予定であった。手術前日21時と当日7時にザンタック1錠ずつの内服の指
示があった。しかし、主治医はザンタック（150mg）1回2錠と処方したため、その指示で薬局から薬
があがり、手術前日に2錠内服してしまった。21時過ぎにオーダー用紙を再確認したところ1錠ずつ
の内服だったことに気付いたが、患者は内服してしまっていた。
（ペルジピン１Ａ＋生食２０ｍＬ）の１／量を静注の指示があった。医師はペルジピン２ｍｇのつもり
でいたが、指示を受けた看護師は規格が二種類あるのを知らず、目についたペルジピン１０ｍｇで
カクテルした。傍にいた他の看護師が量が多いため不審に思い、間違いに気づいた。
（処方）リスパダール錠（１ｍｇ）１．５錠 １×ｖｄｓ ７日分 錠剤分包機にリスパダール錠１ｍｇを１
錠半ずつ７包入れるところ、２錠が１包、半錠×２が１包あり、病棟看護師が発見した。 薬局で分
包しなおし施用した。

背景・要因
改善策
申送りの要注意欄「患者の動きが活発になりだした」を見落としていた。
ベットをやめて、床にマットレスを敷いた。 頻回な観察を行う。
・当院入院前の老人健康施設では、夕方になると帰宅要求や徘徊が見られていた患者で、離院
せん妄状態で意識レベルが下がった時は、同様なことが起こりうる可能性が高いため、一時的
の可能性の高い患者であった。 ・建物管理面では、非常口に強い力が働くと、時として開いてし に観察室にて様子観察をすることとした。 通常開かない非常扉が開いた時は、当面、フリーロッ
まう事があると判明した。
クシステムのブザー音にて対応することとした。
・治療医より照射開始の指示がなく診療放射線技師の思い込みで通常どおり翌日より照射してし ・治療医より照射開始日に関しても技師に指示してもらう（今までは外来依頼箋を技師が確認ある
まった。・治療医の常勤がいない為、週一回の診察日に新患がかたより多い時には10名程の計 いは治療医に確認） ・治療開始日を照射録に明記する
画を一日に行い、スタッフ一同混乱することもある。
患者状態を把握してない。 トイレ等のベットから移動時介助が必要な場合、患者への説明・指 患者への説明・指導不足。
導不足。
内服薬の配薬等終了時の確認不足。

服薬、介助服薬確認の徹底。

混合前の準備と、実際の混合については、確実に別の人物にするとはなっていなかった。 今 薬剤準備者と薬剤混合者は必ず別の人とし、確実にダブルチェックを行う。注射処方箋監査の
回間違った薬剤は、２ヶ月ほど前に導入したタイプのものであり、看護師、医師も含め、導入前に 段階で、指示のとおり薬を準備するのではなく、薬剤の特徴をふまえたチェックをする。
繰り返し学習会を開催し、周知してきた。当該薬剤師も当然学習会には参加しており、専門職とし
ての知識はあったはずである。同一メーカー、類似薬剤名による思い込みがあり、確認手順も遵
守されなかったことによる。
イスコチン錠のつぶし調剤する時の賦形剤の知識不足。
薬剤師の賦形剤に関しての教育・指導を行った。
化学療法剤は、化学療法注射箋で補給しなければならないが、臨時注射箋を発行している。
化学療法剤は、化学療法注射箋のみで補給する。
注射薬処方箋の患者名記入間違い。

処方箋等の記載時、患者確認の徹底。

薬剤師の確認不足。

調剤後の薬剤師監査の徹底。

抗がん剤治療の認識不足。

輸液ポンプの不良

・輸液ポンプの設定時はダブルチェック ・病室訪問、ラウンド時は指さし、声だしチェック ・輸液ポ
ンプ点検マニュアルの作成
１）部屋持ち看護師が内服薬準備することを徹底する。２）他の看護師が準備をした時も、部屋持
ち看護師が薬袋の中を確認する。３）チェック表を活用し、内服確認の徹底。

１）準備時の処方箋と薬剤の照合ミス ２）内服確認不十分

付添いの有無は別にして、理解力の低下している患者や小児
か？
実施サインを注射施行前にサインしてしまった。
れてしまった。
薬を準備する際の確認不足。

に高温の湯茶サービスが必要

注射液を病室に後でしようと、置いてきて忘

・患者の理解力不良・患者の動きに気付かなかった（申し送り中）
どの時点で破けて無くなったか不明。

食事の際のサービス他、一律にサービス提供する事だけで
べきか要検討。
注射実施のサインは、実施後にサインする。
帰る。
薬の準備は、ダブルチェックを実施。

なく、何が必要で何が考慮される

注射の施行ができなかった注射液は、必ず持ち

・患者の動きが見える位置で仕事をする ・安全ベルト着用した時、車イスの背部を壁につける
調剤時の確認、配薬時の確認を徹底。

調剤ミス、計数間違い、確認不足

処方箋との照合・確認。鑑査の徹底をする。

予測不可能（いつもの移動を見ると）であったが、ベッドの近くに車椅子がおいてあったため。

ベッド柵を増やした。車椅子をベッドの近くにおかない。

・ザンタックが1回2錠内服の処方で薬局より薬があがった。 ・処方控とオーダーの確認があいま ・処方控えとオーダー用紙をしっかりと確認し、あいまいにしない。また不明な点があれば主治医
いであった。 ・扁桃腺手術前後の患者の受け入れは初めてであったため受け入れが慣れていな に確認する。 ・主治医にオーダー用紙と同じ内容の処方をしてもらう。
かった。（内科系病棟の為）
・医師の指示が不十分であった（規格を記載せず） ・病棟の薬品管理が不十分（使用予定のない ・指示する場合は規格も記載するようにする。 ・患者が退院するなどして、使用しなくなった薬剤
薬剤が置かれていた）
は速やかに薬局に返品する。

調剤薬剤師はリスパダールを１錠づつ入れ確認、さらに半錠づつ入れ確認した。 確認が不十分
だったとしか考えられない。（半錠が２個入ってしまったケースからあやまって１錠を隣のケースに
移したため１錠×２、半錠×２になったと考えられる） 調剤監査をした薬剤師：１包ずつ確認した
つもりであったが確認が不十分であった。リスパダールのｍｇにとらわれていたかもしれない。
*別紙参考あり 対象の初産婦の分娩において、子宮口全開大より分娩進行緩徐となりアトニン点 アトニン点滴使用による、過強陣痛が考えられ、胎盤血流量低下に伴う胎児の低酸素のストレス
滴開始し、アトニン点滴全開に滴下した後、児心音徐脈出現。その後回復するも、児アプガー４点 状態の誘発 児心音からの胎児の状態・出生状態の予測の甘さ、急墜分娩の必要性の判断不十
にて出生。挿管など蘇生処置行い、他病院NICUへ搬送となる。
分 アトニン点滴における使用方法・投与量・作用の知識不十分、確認の不十分
「タフマックE 3カプセル 1日3回」「プレタール50mgを100mg 2T 1日2回」処方にて、3カプセルを6カ 調剤者の注意力散漫並びに監査者の注意力散漫。
プセルで、プレタール50mgを100mgで調剤し、監査でもチェックできずそのままで出した。
ソルデム3 500MLラシックス1A点内へ ソルデム3 500MLと記載あり？にラシックスを混入して接 思い込みと不十分な確認であった。
続してしまったが気が付きすぐ抜針して。
採血、内視鏡、診察の順番を内視鏡室に案内した。
3人の患者様がみな同じと思い込んでいた。 案内票の確認不足
訪室するとベッドの下に横たわっていた。看護室の前の廊下で転んで上あごに切傷。看護室で車 痴呆で最近寝ていることが多く食事量も少なく歩く時間も短くなったため下枝が筋力低下してい
椅子に座わろうとしてしりもちを付く。看護室で座っていたがナイロン袋をモグモグさせていた
る。 ？に関しては患者の状態を確認せず目を離したことが原因。 前にもティッシュを口に入れて
いたことがあり危険な物を置かないようにすることに欠けた。

6

監査をする際、他の事にとらわれず集中するようにする。 錠剤の移動時、他の錠剤を取らないよ
うしっかり見極めて行わなければならない。
緊急時の対応物品の確認 病棟内での事例検討。アトニンについて・分娩経過の助産診断・予
測・異常時の対応など 搬送病院の受け入れルート確保
監査の徹底。
伝票を十分にみて確認する。
感染症未検査の患者様がいるので、順番が違うことを指導した。
とにかく訪室を頻回に行う。 鈴で部屋を出たことは分かるが夜勤でおむつ交換を他の部屋でして
いると分からないときがある（？の時） 探知ブザーはどうでしょうか。何でも口に入れるため環境
整備と監視の徹底
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具体的内容
“ドーン”という音がしたので訪室すると、患者が尻餅を行いた状態で床に座っていた。 →ポータ
ブルトイレからベッドへ移動する際に尻餅をついてしまったとの事であった。（スリッパを使用してい
た。） →軽度の臀部打撲痛があったが、腫脹・発赤は見られなかった。 →全身チェック・VS測定
後、当直医に診察依頼し、湿布処置施行。 →トイレの時は、ナースコールするように話し、（スリッ
パ着用の為にすべった可能性があるので）歩行時はリハビリ用のシューズをきちんと履くように指
示した。 →“解っているけど面倒なのよ。”と返答があったが、転倒の危険性を説明し、“そうです
ね。解りました。”と同意を得た。
“助けて”という声が聞こえ訪室すると入り口ドアにもたれてしりもちをついているところを発見す
る。トイレの電気を消そうとして転倒したらしい。
注射薬自動払い出し機への補充間違いをしたため、”ビタメジン”のところを誤って“メロペン”を調
剤した。
”治験薬（Ｄ2Ｅ7）2バイアル”という処方に対して、1箱2バイアルいりの物を1箱1バイアル入りと思
い込み、2箱（4バイアル）を払い出してしまった。調剤者・検薬者とも同様に思い違いをし、2箱（4バ
イアル）を治験コーディネーターに払い出した。その後、医師・治験コーディネーターにより調剤ミス
が発見され、患者への投与に影響はなかった・
《内容》 ０時の抗生剤を施行してくださいと依頼される。どんな薬の種類の点滴を行うか確認をせ
ず、処置室に置いてあった注射伝票をみて点滴をつめて施行。次の勤務帯の看護師に申し送りを
している時に指示が変更になっていることを指摘され、間違っていたことに気付いた。 《発見経
緯》 次の勤務帯の看護師に申し送りをしている時に、指示が変更なっていることを指摘され気付
いた。
《内容》 ０時巡視時に点滴滴下不良あり、刺入部確認少し腫れていたが、滴下可能痛みないため
点滴続行とした。痛み、腫脹増強したら伝えるよう説明し、滴下調節をして退室した。１時３０分患
者よりキロサイドがおちきっているとナースコールあり。１時間半で２００ｍｌほど入ってしまった。
《発見経緯》 患者自身が目を覚まし気づいた。

背景・要因
改善策
患者は、パーキンソン病の既往があり、肩から腰部にかけての疼痛のために入院した。 疼痛コン 転倒の可能性が常にある患者に関して、転倒防止の措置を出来るだけ講じるようにする。
トロール良好で、ADL拡大も良好に経過していた。 日中独歩歩行・夜間のみポータブルトイレ使
用していて自立していたので、ノーチェックだった。

通常車椅子にて歩行する。夜間であり看護スタッフの人数が少ない時間帯であり予想しなかった 患者様本人に説明を行う。他の患者様についても同様に繰り返し説明を行うこととする。
事例。
注射薬自動払い出し機への補充間違い チェック漏れ
補充時のチェック及び調剤時のチェックの徹底
・「1箱2バイアル入り」という記載が箱の隅に小さく書かれており。他にその記載が無かったため分 ・1箱に複数個入った治験薬には、棚に「1箱○バイアル入り」と注意ラベルを貼るようにした
かりにくかった。 ・昼の人の少ない時間帯だったため、検薬者が他部署からの応援の者だった。
点滴を依頼されたときに、どんな点滴を行うか自分から依頼者に確認しなかった。 またカルテを 《改善策》 点滴を施行する前には、まずカルテの指示を確認をしてから伝票をみて確認すること
確認してから点滴を施行しなかったことが原因であった。 注射伝票が置いてあり、自分で思い込 を心がける。 《所属リスクマネージャのコメント》 人に物事を依頼されたら内容を聞くのが普通で
んでしまったことがいけなかった。
すが。基本原則を守るしかない。個人の意識の問題です。危険な行為です。

末梢で血管確保されており、滴下ムラはあったが０時に確認したときほとんど滴下しておらず、点
滴の入っているほうの腕を下にして入眠していたので、患者を起こし点滴を直す。 刺入部が少し
腫れているようではあったが、痛み、発赤なく明らかな点滴漏れはなかったため、滴下調節をし、
痛み、腫脹増強したら伝えるよう説明し退室した。 申し送り、他の業務を行っており確認不足で
あった。
《内容》 ○／１５日勤帯で施行するはずの、朝と昼分の内服注入薬を両方とも注入し忘れてし
○／１５日勤勤務であった。その患者様は、抗痙攣薬とジキタリス製剤の内服注入を行っていた。
まった。 《発見経緯》 準夜勤務者が夕分の内服注入薬を準備しようとしたところ、朝・昼分の内 朝、申し送り後に内服注入の準備を行うのだが、８時４５分緊急入院をうけ、その後も多忙が続い
服注入薬が残っているのを発見した。
た為、内服注入を実施するのを忘れてしまった。又、昼の内服薬注入も１４時前頃に準備の予定
が、 １３時過ぎよりＯＰ患者の帰室やＯＰ出し等が重なり準備・実施共に忘れてしまった。 １７時
に気づきＤｒへ報告。３回／日の抗痙攣薬を本日のみ２回／日へ変更とし、１７時と０時に注入して
いくように指示をもらい実施していった。ジキタリス製剤は元々２回／日であったため、抗痙攣薬と
同じ時間で注入していくよう指示もらい実施していった。患者様のバイタルサインや状態には変化
なく、痙攣も起こさず経過した。
《内容》 ○／９朝分の抗生剤をつめる際、注射処方箋の使用量がユナシン１．５ｇ×０．６６本と ・使用量０．６６本という事に疑問を感じ、２人の目でカルテの注射指示表を確認した。指示が変更
なっていた為、カルテの注射指示表を確認した。注射指示表には×が書かれており、改めて処方 になっていたことを確認できたが、単位数まで声にだして確認しあわなかった。 ・1ｇを1本と思い
出し直されていた。 それを確認した際、使用量がユナシンＳ１．５ｇ×１ｇとなっていたが１ｇを１本 込んでしまった。 ・確認不足。
と読み間違えてしまい、そのように思い込んだまま注射処方箋の使用量のところに０．６６本と書
かれている部分を朝・夕共、各１本と書き直した。 結果、朝も夕も各１本ずつ使用し、１日２ｇ使用
のところ１日で３ｇ使用してしまった。 《発見経緯》 ○／１０夕方の抗生剤を施行するため、処方
箋を確認した時に発見した。
《内容》 ○月６日の持続点滴の指示内容が、 アミノフリード ラクトリンゲル４０／ｈ となっていた 指示変更の指示棒がカルテにはさんでいなかった。 指示内容の確認から点滴交換まで時間が
が、指示が変更になっており ラクトリンゲル２０／ｈ になっていた。 １６時３０分ごろに指示変更 経過しているが、点滴交換の事前に指示内容の確認をしていない。
前に伝票と指示簿を確認しており、２２時の交換まで指示の変更に気付かず アミノフリード４０／
ｈ に交換をしてしまった。交換後詰所に戻り、指示簿に印鑑を押す際に指示変更に気付いた。主
治医に報告し、すぐにラクトリンゲル２０／ｈ に交換した。 《発見経緯》 点滴交換後、指示簿に印
鑑を押す際に発見した。
《内容》 ○／２２より開始のもともと内服していたサアミオン、ワイパックス、トレドミン、ベリチーム 日にちのまたがった勤務であり、２２日分の情報収集を早めにしていたため、日にちを勘違いし
が再開始になったが、２１日の夜から開始した。 《発見経緯》 日勤者が２２日の１０時分の注入 た。
薬を溶かそうとした時、２２日の夕に施行印があったため気付いた。
《内容》 ○月１８日付けの点滴を実施直前に注射指示表で確認し、印鑑を押したにもかかわらず ・注射処方箋と指示表との確認作業を指差しで行わず、患者氏名、日付け、薬剤名、指示量など
０入力されていることに気づかず、本来未施行のものを施行してしまった。 《発見経緯》 準夜勤 の確認作業がおろそかであった。 ・注射指示表に本来出るはずのない０入力してある点滴が印
務の看護師への申し送り時、１８日付けの点滴が０入力されていたことを指摘され発見する。
字されていたため、実施するものと思い込んでしまった。

《改善策》 滴下調節をしたら必ず再度確認をする。 末梢で調節困難であればポンプを使用す
る。（夜間だけでも） 《所属リスクマネージャのコメント》 キロサイトなのでポンプ使用ベターか？

《改善策》 忙しい時でも、自分のとった情報を定期的に振り返り、やり忘れがないようチェックし注
意していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 ＳＣＵの担当で業務が多重になり、カルテ指示も
十分確認できず、思いださなかった。 相手がＳＣＵ業務に入り研修中にて余裕がなかった。

《改善策》 ・２人以上の目で単位数まで声に出してしっかり確認する。 ・カルテの注射指示表の
使用量のところを間違えないよう赤枠などで囲む。 ・１日分の点滴・注射の注射処方箋と物を深
夜勤務者がカルテと確認し確認印を押すことになっているが、つめる際は注射指示表と物だけし
か確認しない為、点滴をつめる人がその都度、カルテと注射処方箋を確認し施行する。 《所属リ
スクマネージャのコメント》 何を確認しているか、二人のナースが確認しているのに確認の意味が
できていない。かなしい。確認を怠ることと同じである。
《改善策》 情報収集の際に持続点滴の指示内容を確認していたが、今後は交換の事前にも確認
をおこなう。 《所属リスクマネージャのコメント》 点滴交換時にカルテを確認する事が基本である
が、夜勤の人数が少なくなっている時の指示変更は医師も一言声をかけていただけるといいと思
います。今後医師に協力していただくようにお願いしたいと思います。夜勤のスタッフの人数の少
ない時、忙しいと思うが点滴交換時にカルテを確認するように再度指導しました。

《改善策》 施行する日にちを意識して、内服処方箋の内服開始日をきちんと確認する。 《所属リ
スクマネージャのコメント》 日にちの認識違いで投与日を間違える。個人の正確な認識度に頼る
ことしかない。
《改善策》 実施する直前に必ず注射指示表に戻って、患者氏名、日付け、薬剤名、指示量、使用
量を指差し確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 通常なら０入力されたオーダー用紙が
注射指示表の右サイドに貼ってあることで、指示変更に気づくことが出来たが、今回は注射指示
表が再印刷されており０入力で印刷されていた。確認作業は、注意深く行うことが必要だが、話し
掛けられたり、電話の応答などで容易に作業は中断される。指差し、呼称などの動きを伴うことで
確認作業に集中できると思う。
各勤務帯で尿の観察がされていなかった。 患者は付き添いがおらず、預かり児だった。 患者の 《改善策》 蓄尿をしているときはきちんと貯めれているか患者本人に聞き、蓄尿袋も確認する。
体調が良くなかった。
患者の体調が悪いときは、特に自分で出来る確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 １２
才といっても、入院という環境が変わるとすべてが今までにないことであるので、入院してしばらく
はナースの方でその都度指導確認を、改善策の前にすべきであったと思います。
輸液管理の基本的な確認作業を怠ったため。
《改善策》 事故防止担当者である自分が、どんな理由があったにせよ基本を忘れたことは非常に
恥ずかしいことである。 患者誤認について、もっと自分にもスタッフにも啓蒙活動を進めていく必
要がある。 卒後何十年経過していようが、基本的な確認は忘れてはいけないと思った。 《所属リ
スクマネージャのコメント》 改善策に書いているように基本が守れない事が問題である。指導する
立場の者が残念である。再度基本的な確認を忘れないように指導しました。

《内容》 １２歳の糖尿病の男児で、２４時間蓄尿の糖定量の検査があったが蓄尿されていなかっ
た。 ２２日、患者は嘔吐しており倦怠感が強かった。本人に蓄尿しなかった理由を聞くと、その日
に点滴をして手が使いづらかったとのこと。 《発見経緯》 ６時に蓄尿袋をとりかえにいき、蓄尿さ
れていないことに気づく。
《内容》 １４時に点滴交換する患者様が、２名いて点滴を同じカゴの中に入れていた。薬剤は違っ
ており、氏名も類似していなかった。 点滴を交換する際、点滴を自分で手にした時に患者の氏名
を確認せずに取ったこと、患者様に氏名を名乗っていただき、確認することを忘れたため、別の患
者様の点滴をつないでしまった。すぐに間違いに気づき点滴を交換した。 その場に妻がいたた
め、妻に説明し謝罪する。妻から、本人には言って欲しくないとのことで伝えていない。主治医には
すぐに連絡し、様子観察となった。 《発見経緯》 １４時に点滴交換を施行したが、別の患者様の
ラクトリンゲルをつないだ。その後、すぐに間違えたことに気づき、本来交換予定であったアミノフ
リードにつなげた。
《内容》 １４時に投与されるべきビソルボンが投与を忘れていた。そのため１７時に施行となった。 朝の情報収集では１４時にビソルボンの投与があることは知っていた。自分の行動計画にも記載 《改善策》 行動計画を必ず振り返るようにする。 こまめに先輩看護師に相談し、フリーの看護師
《発見経緯》 準夜看護師が注射薬の確認時に、日勤帯で施行するはずの薬剤（ビソルボン）が投 した。しかし、午後から中心静脈ラインの挿入があり、経管栄養等の時間がずれそのことであせっ に依頼できることは依頼していくようにする。 受け持ち患者様の病態生理・必要とされるケアの把
与されていなかった。
ていた。 また、午後からの行動計画の振り返りもできていなかった。 気管切開をしており、この 握をしっかりできるようにする。 自分の空いている時間には先輩看護師の行動をみて学ぶように
ような患者様を受け持つことが初めてで、それに伴い今までに経験したことがない看護技術がたく する。 《所属リスクマネージャのコメント》 朝情報収集したことに対して、一つ一つの行動に振り
さん必要となりあせっていた。
返りがされていない。先輩の行動と真似るのではなく、何故このことがされるのかが分かっていな
いようです。基本的な指導をしていきます。
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具体的内容
《内容》 １４時の検温にて輸液の本体とシグマートの残量を確認し、滴下を腕を伸ばした状態で時
計にてあわせる。その後他の患者様の処置、ＣＴの搬送につき再び患者様を訪室したのは１６時
頃であった。ポータブルトイレを片付け、点滴の残量が予定通り減っていたことで安心してしまい、
滴下の速度を目で行うことしかしなかった。そのため持続点滴を２０ｍｌ／Ｈで行っていた点滴が、
約１４０ｍｌ／２Ｈで落ちてしまった。 《発見経緯》 準夜の看護師が点滴の残量がないことに気付
く。
《内容》 １４時交換のアミノフリードがＫＮ３Ｂに変更になっていたが指示変更に気付かず，アミノフ
リードをつないでしまった. 《発見経緯》 カルテ確認を行ったため.

背景・要因
他の患者の処置が残っており、余裕がなかった。 滴下と残量だけにとらわれ、上肢の屈曲まで
観察していなかった。 腕の屈曲により落下速度の変化が時折あったが、予定通り点滴が落ちて
いることに安心してしまい滴下を自分の目という主観的なものでしか確認せず正確さに欠けてい
たことが原因と考える。

改善策
《改善策》 検温時には残量の確認と滴下状況、挿入部位を必ず確認する。 滴下を触った時は、
３０分後にもう一度確認する。 患者様の状態やＡＤＬに応じて点滴落下状況の観察の頻度を考慮
する。 《所属リスクマネージャのコメント》 基本に従って滴下の確認をすること、点滴の調節を
行ったあと３０分後の確認をしていくことを再度指導しました。

《内容》 ２０／ｈで点滴を行なっていた患者で、輸液ポンプを使用していた。末梢がもれ、２時３０
分に末梢確保を行なった。その後、入院患者や他の患者の対応を行なっていた。 ４時に体位変
換のため訪室すると輸液ポンプに接続されておらず、２００ｍｌ程早落ちしてしまっていた。輸液ポ
ンプには接続を行なったと思っていた。 《発見経緯》 訪室したため
《内容》 ２１時頃、１０人程の注射指示表と注射処方箋を確認し、その時には点滴内に入れる薬
品を把握していた。その後注射処方箋に基づき物を準備し、確認するときに本体のみしか準備し
ておらず、２２時の点滴交換をするときに点滴内に入れるべきであった薬品を入れ忘れてしまっ
た。そして点滴内に入らないまま１本目が終了し、４時に次の点滴を交換したがその時にも間違い
に気づかず、朝になって指摘を受け気づいた。すぐに医師に確認し、２本目の点滴に入れるよう指
示を受け実施した。 《発見経緯》 日勤者が次の点滴を準備する時に薬品が残っている事に気づ
いた。
《内容》 ２２時ｄｒｉｐの指示の抗生剤を１８時に間違えて溶解してしまったため、冷内に保管した。２
２時の準備時冷内に入っていた点滴を取りだした際、ナースコールが鳴ったため、再び冷内に戻し
てしまいコールの対応に行った。そして詰所にもどり、そのまま２２時の巡視に行った。 その後、
抗生剤をつなぎ忘れたまま翌朝まで過ぎてしまった。カルテの注射指示表、青の注射伝票に印を
押すときに、実際に落とし終わったものかどうか確認せず、印を押してしまった。 《発見経緯》 帰
宅後、自己にて業務を振り返っている時に抗生剤を冷内に入れ、つなげていないことに気づいた。

入院患者がおり、その対応に追われ点滴の確認を行なえていなかった。

《改善策》 ストップウオッチを使用し、忙しい時でも３０分以内に点滴の確認を確実に行なえるよう
にする。 《所属リスクマネージャのコメント》 本人はポンプに装着したと思い込み、確認に行く時
間が緊急入院のために遅れた。

点滴を交換する時に、本来なら注射指示表と注射処方箋を指差し呼称確認して印を押し、注射処
方箋と物を指差し呼称確認して印を押すべきであるが、それを怠っていたために確認したつもりで
見落としてしまっていた。 また、点滴交換をした後に実施印を押す時にも見落としてしまったため
に、発見がおくれてしまった。 自分の行動の振り返りができていなかった。

《改善策》 基本に戻って、もう一度点滴交換のマニュアルを確認して振り返る。 点滴を準備する
時には、注射指示表と注射処方箋を指差し呼称して印を押し,注射処方箋と物を指差し呼称確認し
て印を押し、準備をする。 注射指示表に実施印を押す時にも指差し呼称確認し、間違いないか
振り返り、確認できたら最後に注射指示表に印を押すようにする。 《所属リスクマネージャのコメ
ント》 基本に忠実に行わないことが問題。周りが焦らしているのだろうか。

・午前中の記録時には点滴指示変更はでていなかった．午後からカルテを確認することなく，１４
時に点滴を交換してしまった． ・指示変更はあったが，指示棒がたっていなかった． ・点滴の変
更がないだろうという思い込みがあった． ・経口摂取量が増えている患者であったが，点滴が変
更になるかもという予想が出来ていなかった．

《改善策》 ・点滴交換する直前に必ず再度カルテの確認を行う． ・経口摂取が出来ていることか
ら，もしかしたら変更になるかもという予想をする．患者様の状態をみて考え行動する． ・指示を
出したら指示棒を立てていただけるよう医師に依頼する． 《所属リスクマネージャのコメント》 点
滴の交換時には、必ず交換前に示指の再確認を行うよう指導しました。また、指示を変更した医
師も必ず変更のことを看護師に伝えてもらうようにお願いしました。
《内容》 １５日の夕食後から、経口抗凝固薬の内服が開始予定であった。内服の自己管理は難し セットをし終わってから、セット内容の再確認ができていなかった。 カルテに実施印を押したがそ 《改善策》 セットを行う際、全ての医療・看護行為を行う際、今後確認不足によるミスを起こさない
いと判断し、看護師管理として日勤帯で配薬車にセットを行った。その際に、処方箋の確認不足で の際にもただ印鑑を押してしまい、内容の確認を怠ってしまった。
ように、十二分に確認を行う。 薬品を扱う際に、他ごとに気をとられてないか、話をしながら行っ
「１回１錠、３日分」のところ「１回３錠、１日分」とセットを行なってしまった。 準夜帯で別の看護師
ていないかなど、基本的な態度の見直しを行う。 また、セットし終わった際にもう一度、処方箋と
が夕食後の配薬の際、セットの分を配薬量と思い込み、処方箋との確認不足でセット間違いに気
セット内容があっているか確認する。薬袋も確認の際に活用する。実施印を押す際ももう一度確認
づかず、そのまま配薬してしまった。翌朝、主治医に報告し、採血結果にて経過観察することと
する。 一連の確認作業の手順には、何度もミスを防ぐチャンスがあることを再認識し、基本的な
なった。 《発見経緯》 深夜勤務看護師がその日の分の配薬車のセットを確認した際に、あるは
手順を怠らないように徹底する。 《所属リスクマネージャのコメント》 上記のとおりです。基本的
ずの処方がなかった。
な確認をすることができていないために、発生したと思います。
《内容》 １６時の時間注を施行しに訪室。ルートが体の下敷きになっていたため、ルートを直そうと 不穏があり体動が激しい患者であったため、ルートの屈曲や接続が外れたと考える。
《改善策》 ルートが屈曲しないように固定したり、ループを作って固定する。 滴下を合わせるとき
したときに寝衣・ラバーシーツが濡れているのを発見した。ルートの接続部はテープでしっかり固
はすべての接続を確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 不穏で動きの激しい患者には
定してあり、外れていなかったため刺入部の接続ではないかと思い寝衣をあけたところ、刺入部が
ルートがはずれやすいことを考慮して確認の習慣をつけ、チューブ接続の工夫も必要。
外れガーゼが濡れていた。急いで接続して、クレンメを全開にしたが滴下せず。生食でフラッシュし
たが抵抗がありまったく入らず、詰まってしまいＩＶＨ抜去となる。 《発見経緯》 １６時の時間注（ラ
シックス）を施行しに訪室。ルートが体の下敷きになっていたため、ルートを直そうとしたときに寝
衣・ラバーシーツが濡れているのを発見。
《内容》 １６日０時交換分より、ガスターなしのＫＮ３Ｂへの交換の指示変更になっていたが、情報 多忙な状況だったため、カルテの確認ができなかった。
《改善策》 多忙な状態でも、交換前には指示をもう一度確認して施行する。 情報収集を確実に
収集時に収集ができておらず、交換時間までカルテの見直しもできていなかった。そのため、誤っ
行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 多忙になるからこそ、確認の仕方も考えて行うことと、
て、ＫＮ３Ｂ＋ガスター１０ｍｇの従来の指示で交換をしてしまった。 その後、カルテの記載と施行
指示の出たカルテがどこにあったのか、など指導します。
印を押そうと注射指示表を見直したところ、指示変更に気づいた。 《発見経緯》 カルテの記録時
に、注射指示表を確認した際、間違いに気づいた。
《内容》 １８時３０分ミラクリッド（５％ブドウ糖に５０ｃｃにのばしたもの）を５０／Ｈで側管点滴でつ 忙しくて点滴を準備する際、薬剤の量、種類などの確認はできていたが、延長チューブはすばやく 《改善策》 側管点滴は投与時に接続がずれたりすることを考慮し、準備時、投与時しっかり接続
ないだ。三方活栓、滴下数を確認し、退室した。 １９時ごろ、母からナースコールがあり、シリンジ つけてしまった。 つなぐときも患者名、薬剤名、滴下数、三活の向きを確認は確認したが、接続 箇所を確認していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 背景・要因を考えて改善策にもあるよう
と延長チューブの接続が斜めにつながっており、そこから薬液が漏れているのを発見した。残は２ 部を確認するという意識がなかった。 患者さんはベット上で坐位で遊んでいて引っ張った可能性 に確認をしてほしい。そして絶えず動くことを頭に入れて確認をする事を忘れないように。
５ｃｃであり、床にまで薬液がこぼれていた。医師に報告し、再度与薬することになった。 《発見経 は低く、シリンジに破損も無かったため、急いでしっかり接続してなかったこと、投与時の確認不足
緯》 付き添いの人が薬液がこぼれているのを発見し、報告してくれたから。
が原因と考えられる。
《内容》 １８時に投与予定の内服薬３種類（テオドール、ラシックス・アルダクトン、オノン）を投与し 内服薬、中止薬など複数の薬が同じ籠の中に入っていた。一つ一つ確認したつもりであったが抜 《改善策》 処方箋を確実に確認する。（内服薬の内容・残量、投与量、投与方法、内服時間） 不
忘れた。翌日１時３０分に次勤務者が朝の内服薬の確認作業中に３種類が内服されていないこと けていた。 処方箋も確認したが、確認作業が不十分であり今回のミスにつながった。
安なときはリーダーや他のスタッフなどに依頼し、ダブルチェックを行う。 《所属リスクマネージャ
を発見し、指摘される。リーダー看護師に報告し、医師に報告した。２時３０分に入れ忘れた内服
のコメント》 処方箋と薬剤の照合が徹底されておらず、確認方法が確立されていないので、再度
薬を投与し、朝の内服薬については小児科医師と相談することになった。 《発見経緯》 次勤務
指導していきます。
者が就業開始時に確認作業中に発見した。
《内容》 １時間１００ＣＣで１日２回交換しトータル１０００ＣＣエレンタールを入れる為、１回５００ＣＣ 指示がかわっているのに、変わる前と同じだと思い込んで設定してしまったことが原因だと思われ 《改善策》 今後は指示がかわっておれば必ず確認をする。 又初めて使う機械は完全に理解した
の設定にしなければいけないのを、設定を５５０にしてしまった。イリゲーターの中には５００ＣＣで る。 又ＥＮポンプの使い方が完全には理解出来ていなかった。
うえで使用する。 《所属リスクマネージャのコメント》 指示が変わっているのになぜ、確認しない
はなく、２４時間栄養の時のように多めに５５０ＣＣ入れていた。 《発見経緯》 準夜の看護師に申
のでしょう。器械に関してもなぜ理解していないのに手を出すのでしょう。指導し確認します。
し送りをした際、ＥＮポンプの設定が間違っていることに気がつき発見できた。
《内容》 １日２回（朝・夕）内服のデパケンシロップの朝分を飲ませ忘れてしまった。 《発見経緯》 実施しなければならないことの最終確認の怠り。 ラウンドにまわる前の準備の段階で、ワゴンに 《改善策》 自己にて取った情報の最終確認をしっかり行い、あらかじめ準備をし忘れないようにワ
１日２回（朝・夕）内服する薬剤で、夕分を受け持ち看護師が準備する時に、朝分の内服の確認印 持って行くことを忘れた。
ゴンにのせておくようにし、今後、投薬忘れのないように努める。 また、取った情報の自己のボー
がないことに気が付き発見される。
ドへの記載方法を工夫し、施行忘れがないように努める。 《所属リスクマネージャのコメント》 大
切な薬剤、忘れないように自分のチェック表をよく確認する。
《内容》 １日２回（朝・夕）与薬の薬剤の朝分を与薬し忘れてしまった。 《発見経緯》 他の看護師 注射カートより朝の側管点滴薬の取り出し作業中ナースコールが鳴り、その対応を行うため作業 《改善策》 一人の患者さまにつき複数の薬剤が同時刻にある場合、注射伝票を上から順番に確
により朝分の点滴が残っていることを発見したため。
を中断した。対応後、戻るとラジカット以外の残りの注射薬はカートから取り出されていた。この時 認し施行していき、見落とさないよう確実にする。 そして、自分のとった情報で、最終確認を怠ら
点でラジカットが注射カートより取り出されていないことに気が付かなかった。 そして、注射薬と伝 ない。 《所属リスクマネージャのコメント》 カートから関係のないものを取り出し、順番を狂わせた
票の確認を行っていたが、６時の巡視のため作業を一時中断する。 ８時過ぎに残りの注射薬と ために、確認が行き届かなかった
伝票の確認を行うが、ラジカットが準備できていないことに気が付かずそのまま未施行になった。

２２時に使用するものを１８時に間違えて溶解してしまった。 基本である実際にそのものをつない 《改善策》 時間指示の時間に融解する。 施行印を押すときは必ず確認をして基本を忘れない。
だかどうか確認せず、施行印を押していた。
《所属リスクマネージャのコメント》 押印が不確実。数時間前のことなので、施行印を押す時にき
ちんと確認しながら行えば思い出せたと思う。帰宅してからでも自分で気づけたのは良い。

《内容》 ２２時から点滴本体変更に伴い、インスリンが点内追加から、シリンジポンプで持続で投 指示は明記され、読みやすい字で記入されていたが、２２時に本体が変更されるが、インスリンは 《改善策》 頭を柔軟にする。 指差し確認をする。 《所属リスクマネージャのコメント》 何度も読
与に変更されることになっていた。血糖は夕方の値でよいとの指示だったが、夕方の血糖を測定 夕方から開始だと思い込んでいた。何度も読み返し、施行後も声に出して読み返していたにも関ら み返していたということだが、指示に気がつけなかったということは順にきちんと見ていないことだ
後、持続でのインスリンを開始してしまった。 《発見経緯》 申し送り時、次勤務者から指摘を受 ず、ミスに気付けなかった。
と思います。あまりよくある指示ではないのにどうして夕開始と思い込んだのかな？意識を集中し
け、指示簿を確認しミスに気付く。
て慎重に行う事。
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具体的内容
背景・要因
《内容》 ２２時の点滴交換の際、ラクトリンゲルの中にビタメジン、アスコルビン酸を溶解しなけれ ・２２時の点滴交換を行う患者が多かったため、焦ってしまい確認が十分に行えなかった。 ・伝票
ばならなかったのに、二本目のＫＮ３Ｂに誤って混注してしまい、間違っていることに気づかず流し と点滴の物を確認を行っていたが、一本目と二本目の点滴を同時に出してしまったためどちらが
てしまった。 《発見経緯》 深夜の看護師が巡視で訪室したときに発見した。
一本目かという確認を十分に行っていなかった。 ・本体に他の薬剤を混注するときと、患者様に
施行する前に伝票で確認することを怠っていた。

《内容》 ２２時点滴交換時、カルテと処方箋を確認後、物品を取り出す際に生食３００ｍｌビンを
５％ブドウ糖３００ｍｌビンと誤って取り出し、思い込みにより確認ミスをし、誤って本体をつなぐ。本
体は輸液ポンプにて１０ｍｌ／ｈで滴下。 ０時、２時、４時ラウンド時間違いに気付かず、９日６時生
食を取り出した際に５％ブドウ糖が残っていることに気付き、本体の取り違いに気付く。 《発見経
緯》 朝、生食３００ｍｌビンを使用しようと取り出す際に、つないだと思い込んでいた本体５％ブドウ
糖３００ｍｌビンが残っていることを発見し、取り違いに気付いた。
《内容》 ２３ｗ０ｄで出生、日齢１２０、Ｗｔ１５７３ｇの児。末梢ルートからＫＮ３Ｂを１ｍｌ／ｈで管理中
の児。７時のチェック時、末梢から逆血があったため、ヘパリン生食でフラッシュした際、三方活栓
をロックしたが、その後三方活栓のロックを解除し忘れた。約２時間後、輸液ポンプの過負荷ア
ラームがなり、発見された。 《発見経緯》 輸液ポンプの過負荷アラームがなり、ルートを確認した
ところ、三方活栓がロックされていた。
《内容》 ２３時に喘息発作で救急外来より入院した。酸素をリザーバーマスクで７リットル吸入して
いたためトイレに行くときはナースコールするように説明したが、コールせずにトイレに行こうとし
て、ベットの下に座っているところを発見した。 《発見経緯》 看護師が廊下歩行中にドーンという
音がしたため、訪室するとベット柵が上がったまま床に座っているところを発見した。

処方箋と物品の確認ミス、思い込み

・慣れた操作であったため、ルートを操作した後、確認する事を怠った。

改善策
《改善策》 ・点滴を施行するときはマニュアルに従い、伝票と点滴の物を一致させ、その後伝票で
確認をしながら混注する。患者様に施行する前にもう一度伝票と物を確認して点滴を交換するよう
に徹底する。 ・忙しいときこそ慌ててしまい確認がおろそかになってしまうので、そういうときに事
故が起こることを認識し、気持ちの切り替えをする。そして余裕を持って行動できるよう計画を立て
て動くようにする。 ・点滴を交換するときは、一つの点滴に一枚の伝票を必ず病室まで持っていく
よう習慣づける。 《所属リスクマネージャのコメント》 本人が書き込んでいる改善策をすべて実行
すれば防げる事故であった。というより決められていることをきちんと行っていれば間違いは起こら
なかったと思う。スタッフに再度徹底します。
《改善策》 ・指示簿、物品取り出し時、交換時、交換後の４度の確認を確実に行なう。 ・ラウンド
時、時間の目盛り、ルート、滴下だけでなく、薬品の確認を行なう。 《所属リスクマネージャのコメ
ント》 基本に従って確認していく事、声に出して確認していく事を再度注意しました。

《改善策》 ・慣れた操作であっても、確認をしっかり行う。 ・点滴操作をしたあとは、１０分タイマー
をかけるようにし、早期発見に努める。 《所属リスクマネージャのコメント》 側管注射の後の確認
作業が出来ていない。慣れからくる油断がミスにつながります。初心に戻ってよい意味での緊張感
は持ち続けて下さい。

入院したばかりだったため患者の状態把握が十分でなかった。 ３３歳から自律神経失調症で精 《改善策》 夫が付き添う事になっていた為、部屋で様子観察していく事にした。（転落したときは夫
神安定剤を内服していた。 ＡＤＬは自立しており、トイレも一人で行っていた。
は自宅に薬を取りに帰っていた。夫より転落の危険があるという情報もなかった。） 《所属リスク
マネージャのコメント》 本人も意識ははっきりしており理解力もあったのでこの時点での判断は難
しい。入室時ナースコールの説明などきちんとして、ナースコールも本人の手元におき退室してい
る。幸い何事もなく経過しているがこういう患者が多く、再三スタッフには入院時から転倒、転落、
不穏など危険性大と考え対応するよう指導していますが現実は厳しい。
《内容》 ２４時間持続で抗癌剤（ラステット）投与していた。１０時より時間どおりに滴下しており、ク 体を丸めて入眠しており、またその間滴下良好であったため、ルート確認しなかった。
《改善策》 滴下調整を行う時は、ルートを全て確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 上
レンメには触れず確認した。０時の時点でも時間どおりであり、確認のみで滴下調節は行はなかっ
記に順ずる。
た。 勤務交替し、深夜看護師が２時に巡視に行くと１５０ｍｌ早落ちしているのを発見した。 《発見
経緯》 勤務交替後、巡視時に発見
《内容》 ２４時間蓄尿開始時に、蓄尿袋に炭酸水素ナトリウムを入れなければいけなかったが、 カルテの指示簿には「ＮａＨＣＯ３入り」と手書きの指示が書かれていたが、(蓄尿袋に炭酸水素ナ 《改善策》 自分が思い込みをしやすい傾向にあることをもっと認識しなければならない。今後も実
入れなかった。 《発見経緯》 一つ目の蓄尿袋がいっぱいになったため、他の看護師が二つ目の トリウムを入れるということを知らなかったために）その意味を間違って解釈し、未施行となってし 施したことのないことや、はじめて見る指示は数多くあると思われるが、わかったと思い込まずに
蓄尿袋を用意しようと、炭酸水素ナトリウムを取りに行くと、その残数が多いことに気づいた。 患 まった。 見たことのない指示であるにもかかわらず、自分の思い込みで解釈し先輩へ確認するこ 他の人に確認してから実施する。 えんぴつ書きは不要になったらすぐに消し、指示簿が煩雑で見
者に（一つ目の）蓄尿袋に粉が入っていたか確認すると入っていなかったと言われた。そのため、 とを怠ってしまった。以前から自分で思い込んで間違った解釈をして、それを実施してしまうことが づらくないように注意する。 炭酸水素ナトリウムを入れる蓄尿があるこということを知らない看護
蓄尿開始日の受け持ちであった看護師に炭酸水素ナトリウムをいれたか確認し、入っていないこ 多くあった。 また、「ＮａＨＣＯ３入り」という指示がわかりづらかった。 矢印や指示の訂正や看護 師に知らせる。 患者様に理解力がある場合には、蓄尿袋に炭酸水素ナトリウムを入れてから蓄
とが発見された。
師によるえんぴつがきなどが多く書かれており、指示簿がやや見づらかった。
尿していくことを知らせておく。 蓄尿袋を用意した看護師は、炭酸水素ナトリウムを入れる蓄尿で
あることが分かるように、ふたか袋に記載する。 《所属リスクマネージャのコメント》 常時施行す
る検査でなかったため、わからないまま実施する結果となった。しかし、報告者の記載のように実
施要領をキチンと伝達していればもう少し分かりやすくなったと考える。次の実施者への配慮が十
分できていないと感じた。リーダー会で再度、いつもやらないことへの対応の仕方などを話し合うよ
うにします。
《内容》 ２バイアルの抗生剤をつめなければならなかったのを，指示の確認が不十分であり，１バ 指示と注射処方箋の確認不足．多忙により，気持ちの面で慌てていた．
《改善策》 どんなに多忙な時でも，指示との確認は落ち着いて行う． 《所属リスクマネージャのコ
イアルしかつめなかった． 《発見経緯》 つめ忘れた抗生剤のバイアルが残っていたため．
メント》 基本的なことを怠っている。忙しいときこそきちんとすること。
《内容》 ２日前に吐下血した患者で経過観察室で様子をみていた。末梢ルート、胃管チューブ、モ ルート類が多かったため移動時はナースコールするようにしてもらっていたが、夜間も必ずナース 《改善策》 看護師がバタバタしていたことから、患者は気を使ってナースコールを押さなかったこ
ニター管理中であった。状態落ち着き、ポータブルトイレで排便をしていた。 ７：４５にナースコー コールしてくれていた。 移動自体スムーズであり看護師の手を貸すことはあまりなく、ルート類の とも考えられるため、遠慮なくナースコールをするように説明する。 また、こちらから排尿排便の
ルあり。訪室するとポータブルトイレに移動しており「何かをひっぱってしまって抜けたような気がす 管理は看護師がしていたが患者もルートには充分注意していた。そのため患者様も一人でできる 有無を確認していく。 訪室毎にしっかりテープ固定がされているかどうかも確認していく。 《所属
る」と報告あり。胃管チューブ抜けてしまっていた。 ７：３０に洗面介助にいき挿入を確認してい
と思ってしまっていた。 また、朝の検温時で看護師がバタバタしていた。
リスクマネージャのコメント》 朝の忙しい時間帯の出来事です。普段はナースコールがあり看護師
た。夜間眠剤ｄｒｉｐし良眠できており、朝も意識はクリアであった。胃管チューブの固定も太いテー
が援助をしていた患者です。患者に遠慮させてしまうような行動があったかもしれません。朝の忙
プでしっかり固定してあった。 《発見経緯》 患者よりナースコールあったため
しい時の対応について皆で検討していきます。
《内容》 ３０日分にパントールが追加になったため 本体の処方箋は２枚になっていた。３０日分 １．３０日分のトレーに２９日分の処方箋とパントールが一緒に入っていた。 ２．３０日分のトレー 《改善策》 １．トレーを入れ換える際には、日付をきちんと確認する。 ２．ＩＶＨだけでなく注射・内
のトレーの中に２９日にストックから使ったパントールが薬局から上がり、一緒に入っていた。２９日 に２９日の処方箋も入っていたと気付いていたが、もう一枚の処方箋がホッチキスから外れたのだ 服薬の時間外オーダーや指示変更後の処理手順について把握する。 ３．ストックから使用した際
分の処方箋も一緒になっていた。 パントールが２Ａあったため３０日分に混注されていないと思 と思い処方箋を処理してしまった。 ３．処方箋に記載されているＩＶＨのオーダー時間を確認して は、ストックから使用したと分かるように印を記入する。 ４．薬局からホッチキスで止まってきた処
い、リーダー看護師へ相談した。その時リーダーに２９日分の処方箋を一緒に見せなかったため、 いなかった。また時間外にＩＶＨがオーダーされた際の薬局への連絡方法を把握していなかったた 方箋は「混注しました」という意味であることが曖昧であった。 《所属リスクマネージャのコメント》
混注されていないものと判断し本体へ追加しつなげた。 ストック薬品を整理している際、パントー め、確認が不十分であった。 ４．ストックから使用した際、注射指示書にストックから使用したと分 施行前にストック薬棚を確認するとよかった。
ルが２Ａ不足していため確認したところ、既に混注されていた。医師へ報告。投与中止し、新しくつ かるように印を記入するが記入されていなかったため、ストックから使用したのではなく混注されて
なぎ直した。 《発見経緯》 同勤務者が時間外にあがってきた注射を整理したところ、ストック分の いないと判断し混注してし まった。 ５．処方箋はホッチキスで止まっていたが、パントールが３０
パントールが無く、カルテを確認したため。
日分トレーに残っていたため混注されていないのかもしれないと思った。
《内容》 ５％ブドウ糖１００ｍＬ、１Ａとフェジン４０ｍｇ、２Ａの点滴の指示で、５％ブドウ糖を２０ｍｌ 注射指示表とオーダーチケットと注射薬の確認という行為がまったくできていなかった。 配置換え 《改善策》 注射指示表、外来案内表のオーダーチケットと注射薬が一致している事を呼称しなが
の静注で準備した。注射施行直前に患者より、いつも点滴で受けていると言われ、注射指示表を より３カ月が過ぎ、業務に慣れてきたため気が緩んでいる。 中央処置室での応援業務にも慣れ ら確認する。 確認できたら注射指示表に、印鑑を押す。 詰めた後、間違いなく詰めることができ
確認し、注射薬の準備を間違え詰めてしまったことがわかった。 《発見経緯》 静脈注射を施行し てきたため、気が緩んできた。
たか確認する。 確認できたら、注射指示表に印鑑を押す。 患者様に実施する前に、必ずダブル
ようとした時、患者よりいつも点滴で受けていると言われたため。
チェックを徹底する。 《所属リスクマネージャのコメント》 初歩的な確認ルールが実施されていな
い。 同じようなミスが続いた為、応援体制に問題があるのか今後検討したい。 今回は再発防止
のため、早急に呼称、押印、ダブルチェックを実践するよう指導する。
《内容》 ５ヶ月の喘息様気管支炎の男児の末梢点滴が０時から、３０ｍｌ／ｈ→２０ｍｌ／ｈに変更に カルテ指示と点滴のラベルと輸液ポンプの表示が一致しているか確認を怠った。
《改善策》 基本的な確認を怠らない。 変更がある場合はわかりやすく自分のワークシートに記し
なっていたが、３０ｍｌ／ｈのままになっていた。 準夜の受け持ちが交換するが、深夜の受け持ち
ておく。 《所属リスクマネージャのコメント》 点滴早落ちのインシデントは何度となく出している
で確認するところを確認しておらず、９時まで３０ｍｌ／ｈのまま続行されていた。 《発見経緯》 医
為、卒業するよう厳しく伝えました。
師が診察のため部屋にいったとき、２０ｍｌ/ｈの点滴が３０ｍｌ/ｈになっているのを発見する。
《内容》 ６時１５分から経管栄養（左鼻腔に挿入中のNGより）開始した。ＧーＵＰ９０度にて、右に ・ウトウトしている患者・自己抜去の可能性のある患者だが、発見までに２回しか訪室しなかった。 《改善策》 ・覚醒できる患者にはできるだけしっかり覚醒した状態でいるよう頻回に声かけ、訪室
傾く体幹を処置枕で固定していた。以前にNG自己抜去したことがある患者にて、不動手袋使用し ・不動手袋をしていても、ルートトラブルがおこる危険性を予測していなかった。また対策しな
していく。 ・さらに抑制帯の使用を考慮していく。 ・チューブの固定を強化する。 《所属リスクマ
ていた。 開始後１時間、再訪室するとNGチューブが全部抜けているところを発見する。前回訪室 かった。 ・栄養中は覚醒していることを促さなかった。 ・固定のテープは実際はがれていないも、 ネージャのコメント》 経管栄養中で不動手袋使用中の患者であるが、不動手袋使用しているから
時は抜去していないこと確認していた。患者はウトウトしていたが体位は保たれていた。痴呆など 前日の日勤で交換したもので、はがれやすくなっていることを考慮していなかった。
と安心しないこと。経管チューブの位置や固定状態の観察もしっかり行うように指導しました。ま
ある患者であり、抜けていることをはっきり理解していない様子であった。自己抜去か、ルートのな
た、経管中は抑制帯を使用していくようにする必要がある。
んらかの事故なのか詳細は分からず。患者に身体的変化はなかった。 《発見経緯》 経管栄養
の残量確認のため、訪室した際、発見。
《内容》 ６時の指示がセファメジンαであった。術後の入室患者で、申し送り後に指示が追加され 指示簿と薬剤をベッドサイドで確認することを怠った。 溶解後の再確認を怠った。 指示された薬 《改善策》 指差し呼称・確認方法の再確認。 ストック薬剤の形状を覚える。 《所属リスクマネー
ていた。ベッドサイドに用意されていた薬剤がセファメジンではなくセフメタゾンであったが、気づか 剤のバイアルの形状を覚えていなかったため気がつかなかった。
ジャのコメント》 薬剤投与時の基本的ルールを怠っているので、確実にルールに従って行うように
ずに投与した。 《発見経緯》 ストック薬剤の使用本数を合わせた時に、指示されたセファメジン
指導しました。
αがストックから使われておらず、指示されていないセフメタゾンが使用されていることに気がつい
た。発見時、セフメタゾンの指示が出ている患者は誰もいなかった。
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具体的内容
背景・要因
《内容》 ６時間で落とさなければいけない点滴を約３時間で落としてしまった。点滴後バイタルに 滴下は合わせたつもりだったが、早落ちしてしまった。 ルートも小児用ではなく成人用だったた
異常はなかった。 《発見経緯》 患者が点滴スタンドを持ってトイレに歩いている途中、点滴バック め、全量入ってしまった。 ８０ｍｌ／ｈの指示だったため、成人用で落とす必要はなかった。 ルー
が空になっているのを深夜Ｎｓが発見したため。
トを小児用に交換する必要があった。
《内容》 ６時交換の点滴が４時に終わる寸前だった。患者が気づいて声をかけてくれ、全部落ちき 点滴滴下確認時、線状に滴下しない状態（腕の角度を変えても）であり、そのまま滴下を合わせざ
る前に交換できた。 《発見経緯》 患者が点滴の残量が少ないことに気づいたため
るを得なかった。にもかかわらず早落ちのリスクを予測しこまめに確認しに行くことができなかっ
た。
《内容》 ７時３０分ー８時、注射指示表と注射処方箋を確認した際はガスター１Ａを点内に詰める 点滴準備時に注射処方箋を見て準備していたが指差し呼称をしておらず、ガスター１Ａを詰め忘
ことを確認。 １５ー１６時、点滴準備時に注射処方箋を見て準備していたにも関わらず指差し呼 れてしまった。 また、点滴交換時も注射処方箋を持って病室に行ったが、名前のみの確認でそ
称をしておらず、ガスター１Ａを詰め忘れてしまった。朝（７時３０分ー８時）から点滴準備時（１５
のまま与薬してしまった。 注射指示表と注射処方箋に施行印を押す際、早く記事を書くことに焦
時ー１６時）の間に注射指示に変更がないかは２回確認していたが、注射指示表と注射処方箋を り、注射内容まで確認することなく、つめ忘れたことに気づかず施行印を押してしまった。
照らし合わせての再確認はしていなかった。 《発見経緯》 注射カートを整理した看護師が、ガス
ター１Ａが残っていることに気づいたため発見した。
《内容》 ８時の側管をつなぎ忘れていた。点滴の指示表と処方箋は確認し情報は取れていたが、 ラウンドの前に実施するべきことを確認していなかった。 処方箋の確認も不十分であり点滴の準
準備ができておらず、注射カートの中に入ったままであった。９時の側管は準備したが、８時の側 備もできていなかった。 ６時の体交や採血・検温で忙しく、食事介助・側管とバタバタしていた。
管と区別するために別のトレーに伝票と一緒に入れ処置台の上に置いていた。 その後日勤看護 申し送りまでにやるべきことを終わらせなくてはという焦りがあった。 ９時の側管については処置
師がトレーを使うためトレーから出し、処置台の上に直接置いた。すぐワゴンに持っていくつもり
台からワゴンにすぐもっていかなかったため、自分の中で側管の存在を忘れさせてしまうことに
だったが、他のことに気を取られそのまま処置台の上に置かれたままになっていた。 ２つの側管 なった。
は伝票が同じであったが、９時の側管を先に準備して伝票も別のトレーに入れてしまったため８時
分の準備ができていなかった。 《発見経緯》 ８・９時分の点滴が未施行で残っているのを他看護
師により発見される。
《内容》 ８時の点滴をつなげ、実施印を押すとき抗生剤の中止に気付いた。 《発見経緯》 ８時 違う日付の伝票で確認してしまった。実際はきちんと０入力されていた。
のパンスポリンが中止だったが、つなげてしまった。実施印を押すとき気付いた。

改善策
《改善策》 使用ルートの種類を確認し、適切な物に交換するようにする。 細かい所まで気付ける
ように注意をはらうよう気をつける。 《所属リスクマネージャのコメント》 点滴の早落ち防止がで
きない。今後基本を守るためにどうすればよいか、検討したいと思います。
《改善策》 巡視や点滴交換以外でも訪室し、早落ちのリスクがあるケースについてはこまめに確
認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 上記反省のとおりです。個人的に指導をしています
が、１年目のミーティングでも討議していきたいと思います。
《改善策》 注射処方箋と指示表を照らし合わせる時、点滴準備時、交換時、施行印を押す際に、
日付・名前・ＩＤ・注射内容を指差し呼称することで見落としを防ぎ、確実に与薬する。 《所属リスク
マネージャのコメント》 確実に丁寧に仕事をすることを考えさせます。

《改善策》 各ラウンドの前に実施することを必ず確認する。 朝はやることが多いが焦らずひとつ
ひとつ確認し確実に実施していく。事前に準備できることはやっておき、余裕をもってラウンドにい
けるようにしたい。 側管はつなぐ前に伝票と患者の名前、点滴の内容を必ず確認し抜けがないよ
うに注意する。 また今後は情報収集の段階で側管が誰に何本あるかをメモしておき、準備された
か、きちんとつながれたかを確認していく。 ワークシートや注射指示表を利用し最終確認を怠ら
ないようにしていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 別のナースが手を出したばかりに順序が
違い、確認を怠ることになった。 中途半端な手の出し方はひかえたい。

《改善策》 伝票の日付もきちんと確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 責任者として腑
に落ちないのは、違う日付の注射処方箋をみたとあるが、日付ごとに注射トレイに伝票がついて
おり日付を間違うはずはないので、調査します。
《内容》 ＡＭ５時にトイレに行くため、父親はサークルベッド右側の柵を下げて患児とトイレに行っ ベッド柵をしていなかったが、患児を親がみているから大丈夫であると考えていた。 受け持ち看 《改善策》 小児はベッドからの転落の危険があるので、必ず患児から離れないようにする事を説
た。トイレから帰ってきてからはベッド柵はあげていなかったが、受け持ち看護師及びリーダー看 護師も危険性を把握できていたが、親への説明はしていなかった。 看護師同士の情報交換がさ 明する 親が付き添っていてもベッド柵をあげておく事を徹底する。 患児から離れる時はナース
護師は把握しており、ベッドの柵が下がっているのは危険である事を説明する予定であった。
れていなかった。
コールで看護師を呼ぶように説明する。 看護師やスタッフ同士の情報交換を密にする。 《所属リ
サークルベッドの左側に寝ていた父親の右側に患児は寝ていた。カーテンを開けてベッドの左側
スクマネージャのコメント》 最初は母親が付き添っていて説明はしたが、付き添いが交替しその時
より看護師が声かけをすると、父親は看護師の方を見ると同時に患児はベッドの右側へ転がり転
点での説明がしていなかった。付き添いはいつ、誰と変わるか分からないのでみんなが分かるよう
落した。 《発見経緯》 サークルベッドに寝ていた父と患児。看護師が声かけをすると父親は看護
ベッドに表示することにしました。
師の方を見ると同時に患児はベッドから転がり転落をした。転落時、両腕で顔面をかばう形で身体
正面から床に落ちた。転落した瞬間、患児泣き、外傷・バイタル変化、神経学的所見の異常はなく
意識低下などはみられなかった。
《内容》 ＣＭＶ用献血ヴェノグロブリンの指示で薬局に取り寄せる。あがってきた薬剤が献血ヴェ 初めて扱う薬剤でもあることから、伝票名と薬剤名が違う時点で同一のものなのか、確認する必 《改善策》 新しいこと、初めて経験することは、他者への報告と確認を行う。 薬剤の取り扱いに
ノグロブリンであった。伝票名と薬剤名が違うのは書き方の違いと思い、確認をせずに投与する。 要があった。
関してもう一度見直し、薬剤の人体への影響などを踏まえて改めて見直し、手順に沿って実践す
医師に報告し、献血ヴェノグロブリンでもよいとのことだったので、以後、献血ヴェノグロブリンが投
る。 《所属リスクマネージャのコメント》 伝票名と薬剤名が違っていることはおかしいと考えて、必
与されることになる。 《発見経緯》 １日１回の指示のため、翌日の勤務者が発見する。
ず他者と確認を行うように指導しました。
《内容》 ＣＴ（頭部）検査で前の人のｗｏｒｋｌｉｓｔをｇｅｔしてしまい 写真上、前の人の名前が入ってし 前の患者様がｗｏｒｋｌｉｓｔから消えていないのと、確認ミスで前の患者様を選んでしまった。 ｗｏｒｋｌｉ 《改善策》 確認の徹底 《所属リスクマネージャのコメント》 ＭＷＭで患者情報をｇｅｔした時に
まった。 《発見経緯》 救急ＣＴの写真の名前が間違っていて、事務の人が知らせてきた。
ｓｔに何故か残ってしまう時がある。
は、モダリティ上で展開された患者情報を必ず確認してください。
《内容》 ＣＴ撮影において胸部腹部の撮影オーダーであったが、間違えて腹部骨盤部を撮影して 撮影前に胸部腹部の撮影であることはオーダーや伝票などで確認しており、撮影の際のプログラ 《改善策》 今まで行ってきた対策を行ったにもかかわらずこのような事を起こしてしまいました。検
しまいました。 《発見経緯》 ＣＴ撮影において撮影直後に部位を間違えたことに気づき発見でき ムも胸部腹部を選択した上で患者さんのポジショニングを行ったが、その間に部位を思い違えてし 査に対する集中ができていなかったために途中で間違えてしまったと思います。 深く反省し、検
ました。
まった事が要因です。
査が終わるまで集中を切らさないように努めて行きたいと思います。 《所属リスクマネージャのコ
メント》 患者さまのポジショニングまではマニュアル通り行なわれていたが、その後忘れてしまっ
たようです。しかし厳密に言えば確認後にスキャンを行なうので、確認はスキャンの直前に行なっ
てください。
《内容》 ＨＣＣ患者様へ朝、腹部ＣＴ単純撮影検査予定の朝食延食を配膳してしまい、食事摂取 食事は配膳表を見て内容を確認し、検査で延食必要のある人は食事棚に移動しているが、検査 《改善策》 配膳表で食事確認と予定一覧で欠食又延食確認することを徹底的に実行する。 患者
にて検査が昼へ順延される。 今朝はもう1人の看護師で配膳表でチェックされていて、配膳時検 予定一覧で確認せずに配膳してしまった。 いつもの手順で行なっていなかった事、患者様の把 様と検査内容を把握し、また他スッタフ間の協力を得る事等が必要と思う。 《所属リスクマネー
査延食はまだとあった為、他の延食の食事は残したが、この患者様の食事は残し忘れる。 《発見 握が不十分であった事と考える。
ジャのコメント》 決められた手順は守ること。深夜勤務時の朝食の配膳ちょっとした気の緩みから
経緯》 日勤看護師より検査延食してない事、指摘され解る。
起きてしまった。 幸い時間をずらして検査は行うことができました。 スタッフにはもう一度指導し
ていきます。
《内容》 ＫＮ２００ｍｌ内へプレドニン・メチコバール・アデホスを混注し、側管点滴の指示であった。 当病棟では、冷内管理の注射は各患者毎に使用日付・注射名・患者氏名を明記したメモと共に袋 《改善策》 ・事故につながる場面を再認識する。 ・一動作一確認を徹底する。 ・各患者毎に準
冷内管理であったアデホスを混注し忘れた。 《発見経緯》 冷内に２５日使用予定のアンプルが へ入れ、箱に保存している。他患者でアデホス同様に冷内管理の注射があったため箱ごと出し
備をする。 ・準備・点滴つめることを同時進行にしない。 《所属リスクマネージャのコメント》 点
残っており、次勤務者が発見した。
た。 注射をつめつつ、箱から使用する患者の点滴を出していた。 注射をつめること・準備するこ 滴をセットする場合には、必ず一人一人づつ個々のトレイに確認しながら準備をしてから、点滴を
とを同時進行していたため確認・判断が不十分となった。 また、各トレーに箱から出しセットする つめるように指導した。点滴交換がすむまでアンプルなどを捨てないようにするなどの配慮も必要
ことをしていなかった。
である。
《内容》 ＫＮ３Ｂ５００を時間２０ｍｌの指示で投与している患者様に、３時間で１２０ｍｌ投与してし 滴下を一番いい位置で合わせていなかった。 抗生剤をつなぎかえる時、点滴残量を確認しな
《改善策》 滴下の一番いい位置で滴下を合わせる。 抗生剤をつなげた後、つなぎかえる時にも
まった。 《発見経緯》 抗生剤をはずしに行った時に点滴の残量を見て気が付いた。
かった。
滴下の確認をするようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 点滴の滴下状態を確認する
場合にはマニュアルに沿って確実に行うこと、また、側管からの点滴の終了時間を考えて行動す
るように指導しました。点滴の指示の内容によっては、医師の相談する、生食ロックなどの相談を
していくようにする。
《内容》 ＫＮＭＧ３を時間４０ｍｌで点滴している人に２時間で４００ｍｌ点滴してしまった。 《発見経 滴下を調節する時に滴下が線状に落ちることは確認したが、滴下の一番いい位置で合せていな 《改善策》 滴下が線状に落ちていても滴下のいい位置に合せて滴下を調節する。 訪室する機会
緯》 訪室時、点滴残量を確認し気付いた。
かった。 他患者のことで何回も訪室する機会があったが、訪室時、滴下や点滴残量を確認しな があるときは、滴下速度、残量を確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 抹消における点
かった。
滴の滴下調節を行う場合に、上肢の位置や向きなどマニュアル通りに出来ていなかった。ただ滴
下状態がスムーズに降りればよいと思っていたようである。点滴管理について、もう一度学習しな
おすように指導した。
《内容》 ＯＧＴＴの検査中、３０分の時に採血しないといけないもの（血糖、生化学）を採血し忘れて 採血管を時間ごとに並べる時に、確認が不十分であった。 採血する時、ＯＧＴＴの採血は時間ご 《改善策》 採血管を並べた後で、再度確認する必要があると思います。 採血者も、採血する時
いた（生化学）。 時間ごとに採血管が並べてあるのだが、生化学のスピッツだけがひとつずれて６ とに何を採血するか決まっているので、その採血管があるかどうかの確認が不十分であった。
に患者様が持っている採血の時間、採血の種類が書いてある紙を確認し、その検査の採血管が
０分のところに立ててしまっていた。 外来にはわかった時点で報告し、３０分値のインスリンの結
揃っているかを確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 前に負荷血糖採血の際に１本採
果が出ないことを伝えてそのまま検査は続行しました。 《発見経緯》 ＯＧＴＴの採血で、採血の時
血忘れがあり、対策として負荷血糖の採血管セットのみの場合はもちろん他の採血管類がある場
（６０分値）に採血しようとしたら、前の時間（３０分値）に採血しなければいけない採血管が採血さ
合も、一旦全てを採血時間毎にラックに立てた後、必要分を取り出し採血することとしたが、今回
れないまま残っていた。
はラックに立てる際に間違った場所に立ててしまったミスと、採血時の本数確認ミスが重なってし
まった。 採血時間以外の場所に採血管を立てられないようにしたラックを試作し、試用中である。
また、患者様に渡す用紙のチェック方法も再検討する。
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具体的内容
《内容》 術後の患者様で、両側に胸腔ドレーンが入っていた。術後２１日目だが、術後出血や呼
吸状態が安定せず、前日までＩＣＵに入室していた。安静もＧーｕｐをかける程度で、ＡＤＬの拡大は
進んでおらず、ＩＣＵシンドロームの状態であった。簡単な質問にはうなずいたり、首を振ったりし
て、コミュニケーションはなんとかとれていたが、自分の状況は把握できていない状態であった。 Ｉ
ＣＵからの転入時、レベルがクリアではないため、部屋のレイアウトの変更や離床センサーの使用
を考慮したが離床センサーは全て他の患者に使用中であり、両側に胸腔ドレーンが留置されてあ
り、起き上がろうとするなどの危険行為もなく、部屋のレイアウトの変更は行わずスタッフの見守り
で様子を見ていた。夜間は看護師と介護員が交代で見守り、起き上がるような仕草はするものの
まだ力が入らず、危険行動は見られていなかった。 全体の申し送り中、物音がして訪室すると、
患者様が一人でベッドからおりようとしてベッド柵の頭側の隙間より両足をだし、半腹臥位の状態
であった。ＣＶライン、ドレーン、胃管が留置されていたが、それらのルートの抜去、抜けかけはな
かった。医師も来棟中だったため訪室。バイタルサインも変化なく、様子を見ることとなった。 《発
見経緯》 物音がしたため訪室した。
《内容》 アミノフリード５００ｍｌを時間２０ｍｌの指示で点滴している患者様に、６時から９時の間(３
時間)に１４０ｍｌ(６時間分)点滴してしまった。 《発見経緯》 次の勤務のスタッフが訪室した時に
点滴残量を確認し、気づいた。
《内容》 アミノフリードを時間４０ｍｌで入れようとしていたが、２時間の間に２００ｍｌ入れてしまっ
た。 《発見経緯》 ３時の巡視時に気が付いた。
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背景・要因
改善策
術後、長期にＩＣＵに入室しており、レベルはクリアといえる状態ではなかった。 受け持ち看護師 《改善策》 医師に相談し、胸腔ドレーンの固定の位置を変え片側にカメラを２台おき、片方を壁に
は医師より他の患者の至急の採血を依頼され、施行中であったが、他のスタッフに見守りを依頼 寄せるようにし、もう片方の頭側の柵の隙間に安楽枕を置き、更にストッパー付きのオーバーテー
していなかった。 ３人夜勤だったが、１人は申し送り中、１人は食事介助中、介護員は他のナース ブルをおいた。 他の患者の所に処置に行くときは必ず、他のスタッフに声をかけて目を離さない
コールの対応中であった。 受け持ち看護師は夜間に患者に危険行動が見られなかったため、少 ようにする。 柵を変える（柵の頭・足側にすきまがないものに変える）。 リハビリ依頼をし、リハビ
しの間なら大丈夫だろうと油断していた。 至急の採血を頼まれ全体の申し送り時間にも重なり、 リをすすめる。 目を離すときは患者様に説明し、抑制させてもらう。 離床センサーを購入しても
ナースコールも多く、気持ちがあせっていた。 部屋のレイアウト変更や離床センサーの使用をし らうよう依頼する。 申し送りは患者様が目に入る場所で行う。 必要時は家族の付き添いを依頼
ていなかった。 離床センサーが不足している。 全体の申し送りの場所からは、その患者がいた する。 《所属リスクマネージャのコメント》 患者を近くの観察室で管理していても、申し送りで患者
観察室が死角になっている。 本来、レベルがクリアでない患者様に対して、壁側にベッドを寄せ から目が離れてしまった。深夜勤務者の申し送り中の各自の役割を明確にし、不穏者の監視がで
るなどレイアウトを変更するが、両側に胸腔ドレーンが留置されていたため、今回はレイアウトを きなければ他の対策をとる必要がある。申し送り中の危険性について皆で情報共有し、申し送りを
変更していなかった。
する位置、方法も検討していきたい。

６時に点滴を一度全開にして滴下を確認し滴下調節したが、その後点滴残量、滴下速度が変わっ 《改善策》 滴下を調節したあとはしばらくしてから再度点滴残量、滴下速度を確認する。 点滴を
ていないか確認しなかった。 自己にて体動する事がほとんどない患者様で滴下が変わることは している患者様は訪室する機会があるごとに印はしなくても、点滴残量を確認するようにする。
そうないだろうという思いがあり、何度か訪室したが点滴残量、滴下速度を確認しなかった。
《所属リスクマネージャのコメント》 点滴管理の基本が十分でない。点滴の調節や交換したら必ず
３０分後確認するよう再度指導しました。決められたことは、必ず実施すること。
外頚静脈より末梢をとっていた患者様で、首の角度によって滴下速度が変わってしまう状態だった 《改善策》 滴下の一番よい位置で点滴を合わせるとともに、体位が変わったときには再度滴下を
が、首の角度が激しく変わるわけではなかったので患者様の首の位置が決まったところで滴下を 確認する。 訪室時、退室時に滴下を確認する習慣をつける。 《所属リスクマネージャのコメント》
あわせていた。 １時の巡視時、点滴を確認後他のスタッフとともに体交を行い、体交後に点滴確 点滴管理において、患者様の体位変換後や移動後は、必ず滴下状態の確認を忘れないようにす
認しなかった。
るように指導しました。滴下調節が難しい場合には、輸液ポンプなど使用していく必要がある。

《内容》 アレグラ・アストミン各２錠／分２ １４日処方にて各２８錠ずつ必要なところ、各１４錠ずつ １人で調剤・監査を行うため、思い込み調剤を行なった後、頭を切り替えての監査ができなかっ
しか調剤しなかった。 《発見経緯》 薬の投与日数に対して、薬剤の数が不足していた為
た。
《内容》 アンプル（ファンガード）３本を生食１００ｍｌに溶解して投与する指示であったが，アンプル
１本のみ溶解し投与してしまった． 《発見経緯》 夜勤で出勤してきた看護師が余ってるアンプル
に気付いた．

《改善策》 多忙時に調剤を行なう場合、呼吸を整える等を行い、思い込み調剤をしない努力をす
る。 《所属リスクマネージャのコメント》 一人で二重監査する際は場所を変える（ちょっとした気持
ちのリフレッシュ）等の工夫をし、ひとつの流れで作業しない。特に多忙時であればなおさらであ
る。
処方箋と薬剤の確認，処方箋とカルテの指示量の確認が出来ていなかった．
《改善策》 指示量と投与量の確認を落ち着いてしっかり行う． 思い込みによる投与をしない．
《所属リスクマネージャのコメント》 確認行為をいいかげんに行っている証拠。薬剤は同じトレイに
入っており、ファンガードは１日１回と知っているのに、きちんと観ていないということである。伝票
確認や指示書確認でもチェックでき早く発見できたはず。きちんとできていると思わないこと。ひと
つひとつの確認を最初にするつもりで行うこと。
１．食後薬の服薬の確認を怠った。 ２．服薬を確認せずに、配薬確認表にサインをしていた。（確 《改善策》 １．食後薬は患者様の食事状況をみて、終了したタイミングを見てから投与する。ま
認したところ、すべての日付の欄にはサインがあった。） ３．配薬の行為、確認の行為が流れ作 た、患者が内服するまでベッドサイドで観察する。場合によっては、ナースサイドで口腔内まで内
業になっている可能性がある。
服薬を投与して対応する。 ２．配薬確認表が配薬車の中にセットしてある。そのチェック方法を再
度検討する。具体的には、配薬車から取り出した時に印または確認のサインを記入している傾向
にあるため、患者が内服し終えてから印または、サインするように徹底する。 《所属リスクマネー
ジャのコメント》 対策に挙げているように、与薬の手順と服薬確認の方法を徹底するように指導し
ます。

《内容》 いつの夕食後薬かは不明であるが、夕食後薬が一回分飲ませていない状況であったの
を発見した。 夕食後薬が床頭台のテーブルに放置されたままになっていたのを、○月２０日の準
夜担当看護師が発見した。それまでは誰も気付いていなかった。 関係したスタッフへ問い合わせ
たが、記憶があいまいではっきりと、いつ、どのような状況で食後薬の無投薬の行動をとったか、
明らかにはならなかった。患者は、手渡せば自力で封を切って内服できていたが、この場合は、理
由は不明だが手の届かない場所に内服薬が放置されていた。患者のＡＤＬの状況と服薬状況の
把握が十分ではなかった。 《発見経緯》 準夜帯の担当看護師が夕食後薬を投与しようと訪室し
たところ、床頭台テーブルの上に放置されていた夕食後薬を発見した。床頭台のテーブルは普段
使用しておらず、それまでは床頭台に納まった状態であった。家人の面会中であった。普段は手
渡しておけば、自力で封を切って内服できていた。
《内容》 イレウスの患者様で末梢本体にアスコルビン酸混入の指示であったが、他患者のレプチ 病棟の冷内に冷所保存のものがまとめておいてあるため、(土日だったため同じようなアンプルが 《改善策》 点滴、注射類の３回確認を徹底する。注射・与薬時の注意事項マニュアルを守る。 ２
ラーゼを混入してしまった。患者様の状態に変化はなく、主治医へ報告し、様子観察となった。
７、８個あった）名前を確認したつもりがちがうものを手にしてしまった。 点滴本体につめるときも ２時点滴交換の患者が多いため、準備は余裕をもってできるように時間配分を考える。 《所属リ
《発見経緯》 深夜看護師が他患のレプチラーゼがないことに気づき、Ａ様のアスコルビン酸が
伝票と物品を確認したつもりになってしまい、しっかり確認ができていなかった。
スクマネージャのコメント》 忙しいとどうしても「慣れ」で行動してしまう。一番危険な行動です。日
残ってるのに気づいたため。
常業務を見直し、患者様の状況に応じた対応・病棟の状況を把握して、余裕を持った行動が出来
るようになってほしい。
《内容》 イントラリポス２０％ １００ｍｌ×２本を４０／ｈで落としている患者様で，次に１０％ブドウ ・４０ｍｌで落とす点滴は大抵１０時，２２時交換であり，そのため１０時交換だと思い込んでいた．し 《改善策》 ・思い込みで行動しては事故の原因になることを改めて認識した．点滴を落とす場合，
糖５００ｍｌ，アミゼットＢ ２００ｍｌを４０ｍｌで落とす予定であった．３時に２本目の点滴に交換する かし，それは５００ｍｌを４０／ｈで落とす場合であり，今回の場合は，１本目は２００ｍｌであるため 点滴指示表を必ず確認する．点滴の量，速度を確認し，通常と違う内容であった場合は必ず先輩
予定であったが交換時間を勘違いしてしまい，１０時交換であると思っていた．そのため，点滴の 交換時間は早くなる．しかし，思い込みから量の確認を怠っていた． ・はじめて受け持った患者様 に確認していく．また，分からない指示，いつもと違う指示の場合は医師に確認をしていく． ・あれ
量が時間どおりに入らなかった． 《発見経緯》 次勤務の看護師が発見した。
であり，状態の把握が不十分であった． ・間違えを招く可能性のある，指示になっていた．
と疑問に思った場合は必ずカルテを振り返る． ・初めて受け持った患者様では状態の把握が不
十分である可能性が高いため，指示などは指差し確認をしていく． 《所属リスクマネージャのコメ
ント》 点滴の内容をしっかりと確認してなかったことによるミスである。点滴は、１０時交換するも
のと、思い込みもあった。また、点滴の指示内容について疑問に思った看護師もいながら、医師の
確認しないままに実施していた面もあった。今後は、疑問に思った場合には必ず医師に確認する
ように指導した。
《内容》 ”うーご君”（離床センサー）使用者：理解力に欠け、歩行時ふらつきがある患者で、起き ・尿意がありトイレへ行こうとした。 ・見当識障害、歩行障害があった。 ・”うーご君”の電源の確 《改善策》 ・訪室毎に、”うーご君”が有効に作動しているか確認する。 《所属リスクマネージャの
上がりが頻回であった。 ２３：３０頃物音がしたため訪室すると、ベッドサイドで座り込んでいるの 認が不十分であった。
コメント》 ”うーご君”がよく機能を果たしている患者である。それなのに肝心の時に切ってある。こ
を発見した。頭部外傷はなく、瞳孔異常・意識レベルの低下もみられなかった。理由を聞くと、トイ
れでは何も知らせてこない。 ”うーご君”の動作確認を確実に行う。
レへ行きたかったと。 鼻出血が少量みられたがすぐに止血した。医師の診察を受け外傷はなく、
鼻出血についても引っかいた跡があり、転倒によるものではないとされ様子観察となった。発見
時、うーご君はｏｆｆとなっていた。電源の確認ミスか、本人が触ってしまったのかは不明である。 そ
の後も起き上がろうとすることがあり、抑制を行ない、ＳＣＵへ収容した。 《発見経緯》 体交中、
物音がしたため訪室すると、ベッドサイドに座り込んでいるのを発見した。
《内容》 オーダー間違い（患者間違い）に気付かず、クロスマッチの検体を提出した。 《発見経 ＯＰｅ目的の為、採血が追加になり、検体提出を急いでいた。 確認が不十分であった。
《改善策》 緊急時であっても、確認行為は確実に行う。 検体提出時には、カルテで氏名の確認
緯》 ＯＰｅ目的のクロスマッチがないと催促があった為、オーダー控えを確認したところ、他患者で
を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 確認のチェック機構が働いていない。どのような状況
オーダーされていた。
でも基本的な確認を原則どおりに行う事により事故は防げる。経験豊かな看護師こそ、確認を十
分に行い役割モデルを果たせるように指導する。
《内容》 オキシコンチン２錠内服のところ１錠しか内服させていなかった。 《発見経緯》 朝、内服 他にも同じように麻薬の内服をしている患者さんがみえて、錠数をしっかり確認していなかったこと 《改善策》 今後は自分の業務メモにも錠数を記入し、患者さんに持っていく前に再度確認を行う。
薬を準備した看護師が残数が合わないことに気づいて発見できた。
が要因だと思います。
《所属リスクマネージャのコメント》 基本的な確認方法が守られていないためミスに繋がったと思
います。二重のチェックやメモの取り方に問題があったと思います。指導を行いました。
《内容》 ガスレー検査の足からの採血時、採りにくく時間が掛かってしまい採血量不足。 後日、 患者が赤ん坊なので血液の採取が難しく、また泣いていたために早めに採血を切り上げてしまっ 《改善策》 赤ん坊が泣いていても気にせずに採血を続ける。 《所属リスクマネージャのコメント》
病棟に連絡し再採血を行った。 《発見経緯》 外注検査の提出前チェックにて判明した。
た。
児によっては血液が出にくく、何度もランセットで穿刺の必要な場合がある。 「何度も刺すのはか
わいそう」という気持ちが出てしまったようだが、確実に十分量を採取しなかったことによって結果
的に患者の負担となり、関係者（家族、医師、看護師、検査担当者その他）にも不要な手間をかけ
てしまうことを認識して検査に当たらなければならない。
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具体的内容
《内容》 カリウムの高値な患者様にカリメート３０ｇ・湯１５０ｃｃ／×３の処方が出ており、朝食後１
０ｇ・湯５０ｃｃ内服と理解をしていたが、処方されたカリメートの薬包が１袋５ｇであることを認識せ
ず１袋１０ｇと思い込み、５ｇ・５０ｃｃで溶かし内服してもらった。 カリメートの薬包に５ｇと記載され
ていたが、確認を怠った。前日よりカリメート内服しているが、内服前はカリウム７．２であったのに
当日５．６まで下降したが、患者様自体に大きな影響はなかった。 《発見経緯》 深夜勤務者よ
り、送った処方の袋に余った薬が入っており、グラム数が残薬と合っておらず、内服のグラム数が
間違っていた事を指摘され気づく。
《内容》 カルタンを１日９錠を分３の処方となっており、朝食後に３錠を与薬しなくてはいけなかっ
たが、２錠しか内服させていなかった。 《発見経緯》 次の勤務者が内服のセットの内容を確認し
た時に、セットされていた錠数が間違っていたため、間違って与薬したのではないかと思い、確認
をしてもらったことにより発見できた。
《内容》 カルテ指示簿には○／１９の所にラベルが貼ってあったが、採血日時は○／２０になって
おり、誤って一日早い○／１９に採血してしまった。 《発見経緯》 検査から日時が誤っているとい
う電話があったため。

背景・要因
処方された薬包が１包１回投与量だと思い込んでいるところがいけない。 また、カルテに貼って
あった処方箋の隣に医師から手書きであったため、注意しなければいけない事がわかっていた
が、確認が足りなかった。 勤務交替時間であり、申し送りをしなければいけないという焦りもあっ
たため、配薬というい重要なことは申し送りをしてから落ち着いた状況で行なうべきであった。

改善策
《改善策》 カルテの処方箋がわかりにくければ螢光ペンなどでわかりやすいようして、処方させた
袋にも何グラム１回に処方するのかわかるようにする。 薬包をきちんと見て確認する事を怠らな
い。 忙しくしている時こそ一旦行動を止め、振り返る癖をつける。 出させている薬包を投与量と
合っていると信用しない。 わかりにくい処方の際は、薬包も見て他の看護師と共にダブルチェック
をしていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 思い込んでいると、間違いに気付けない。基本に
従った確認を徹底すること。特に初めて取り扱う時や忙しい時は意識していく必要がある。

・処方箋と薬剤の確認が不十分であった。 ・自分がセットしているから間違えないという思い込み
があった。 ・循環変動薬でなかったため、確認が甘くなった。 ・日常でよく処方される薬（アスパ
ラK）が６錠で処方されることが多く、勝手に２錠と思い込んでセットした。 ・深夜明けの最後の仕
事であり、気が緩んでいた。 ・セットした看護師と投薬した看護師が一緒であった。
・カルテに貼ってある日にちを信じ、ラベルのこまかな日時まで確認できていなかった。 ・採血す
る際、名前は確認したが、日時の確認が出来ていなかった。

《改善策》 ・自分がセットした場合には、間違いを起こすかもしれないという認識をもつ。 ・自分が
セットした場合は、他の看護師に確認を求める。 《所属リスクマネージャのコメント》 薬剤投与時
の、基本的な確認方法を怠らないように徹底指導しました。

《内容》 カルベニン２Ｖ×２回分のところ１Ｖ×２回分と、１Ｖ少なく払い出す。 《発見経緯》 先受 バイアル数の確認を怠る。
け分整理中
《内容》 グラン１５０μ。グラン３００μ、生食１００ｍｌのオーダーに対しグラン１５０μ。エスポー３０ 本薬剤は、どちらも冷所品であるが配置場所は離れている。 グラン１５０μ・３００μが並んでい
０μ、生食１００ｍｌを払い出した。 《発見経緯》 ナ-スステ-ション準備中
る為、集薬時の取違えよりも、返品薬品を戻す際に混入した可能性が高いと思われる。
《内容》 グリセオールの側管点滴が一日三回の指示であった。昼分の点滴施行を忘れ、準夜勤 知人の面会中であったため、グリセオールの点滴にて頻尿になっては困ると考え、知人の帰院後
務者が点滴準備時に物が残っているのを発見し、１６時に昼分施行。夕分を遅らせることになっ に実施しようと後回しにした。 その間メモに残したが、他患者の対応をしている間にメモを見るこ
た。 《発見経緯》 次勤務者が点滴準備時に点滴が残っているのを発見する。
となく忘れてしまった。
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《内容》 この日転入の患者。食事介助にて夕食を摂取し、遅番看護師(当事者)が内服介助をし
た。処方箋にはデパケン内服とあったが、ただし書きに『○／３まではデパケンの代わりにセレブ
シロップを胃管より注入する。』とあった。 しかしこのただし書きを見落とし、デパケンを内服させ
た。内服をした旨を受け持ち看護師に報告したところ、間違いに気が付き当番医師に報告。夕分
のセレブシロップを中止として経過観察とした。内服はむせなくできていた。 受け持ち看護師は申
し送り・情報収集の際に、この内服の指示について把握していた。 《発見経緯》 受け持ちが遅番
看護師より報告を受けた際、間違いに気が付いた。
《内容》 これまでＫＣＬが本体に入っていたが、カリウムの値が戻った為、本日よりＫＣＬなしの本
体へ変更になった。夕方に指示が変更、医師がオーダー入力しており、先輩ナースにも変更後の
指示表を見せていただいたが、処方箋の方に変更後の記入をしなかった為、そのままＫＣＬを本体
へ混注し、接続してしまった。 《発見経緯》 カルテ整理をしていた際、注射指示表へ確認印を押
そうとしたところ、指示変更になっていたことを思い出した。
《内容》 サンドスタチン注１００μｇを２Ａ皮下注射の指示であったが、１Ａしか皮下注射しなかっ
た。 《発見経緯》 次の勤務者が注射施行時に気づいた。

遅番看護師が薬セットから取り出し内服介助をしてしまった。 その日転入してきた患者で内服状
態や条件・指示などを十分把握していないのにもかかわらず、処方箋と薬剤を確認したのみで患
者に内服させてしまった。 また、その介助行為を受け持ち看護師に事後報告してしまったため、
事前に発見・回避することができなかった。

《改善策》 ・カルテの細かい印字まで確認。 ・患者様に日時まで確認。 ・医師にもカルテにオー
ダー控えを貼る際、日時を確認してはってもらう。 《所属リスクマネージャのコメント》 休日に採血
があるのは「おかしい」と思っていたが、実施してしまった。「おかしい」ことを、誰かに確認するとダ
ブルチェックになり、防ぐことができた可能性が高いので残念です。 今回は医師の貼り間違えか
ら発生したのですが、このようなことを防ぐ為にも日にちを「指差し」確認して欲しい。担当医師に
は事実の報告をしました。
《改善策》 集計表を過信せずに、監査に集中するように心がける。 《所属リスクマネージャのコメ
ント》 ＩＣＵ／ＣＣＵの集計は手打ちで行う。オーダーと異なり人による入力ミスが加わり今回のよう
な事例になった。しかし、確認はあくまでも処方箋によるものである。加えて、２重監査が励行され
ていない。今回、決められたことを守らないことに問題あり。
《改善策》 返品薬を戻す際や、数日間続いている内容の物ででも、思い込まずオーダー内容と物
を確実に照合するように心がける。 《所属リスクマネージャのコメント》 作用は全く異なるもので、
形状が似たものである。形状のみで払い出している。自己監査が徹底していない。今後、内服処
方箋で行っているように赤マルをつける等工夫するよう指導した。
《改善策》 ・後回しにすることで忘れやすいという意識をもつ。 ・カルテチェックは勤務終了時だ
けでなく、もれがないか頻回に見ていく。 ・患者へも点滴があることを伝え、知人が帰ったら知ら
せるよう協力を求める。 ・メモでは見れないこともあるため、物(グリセオール)自体を持ち歩き防
止する。 ・なぜこの患者はグリセオールの点滴が三回必要なのか改めて考え意識する。 《所属
リスクマネージャのコメント》 指示の確認と施行の確認は、忘れてしまったでは済ませれないこと
である。点滴の示指や処置など決められて指示がもれないように工夫ができるような、メモなどを
考えるように指導した。また、協力が得られる患者様には、声をかけなどをしておく。
《改善策》 内服薬の与薬をする際、受け持ち看護師以外が介助するときには必ず受け持ちに確
認をし、処方箋・薬剤の確認を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 与薬の際には処方箋を
確認するという行為ができていない。基本的な確認なので、指差し呼称確認を実践するように指
導します。

患者さんのカリウムの値が戻っていたことを情報収集の時点で把握できていなかった。
ま 《改善策》 指示変更になった際は、すぐにカルテ、注射処方箋を確認し、注射処方箋には変更に
た、夕方の指示変更がでたあと、処方箋に中止の記入をしておらず、ワークシートの患者さんの欄 なったことが分かるようにその場で赤線で線を引く。 また、その患者さんの検査データを把握し、
に「本体確認」とだけ書いていた。しかし、その後そのメモに目をやることなく、処方箋通りに点滴を 点内に入る薬剤で不要となるものがないか、考えられるようにしていく。 《所属リスクマネージャの
準備し、そのままつないでしまった。
コメント》 改善策にあるように指示変更があったときは、すぐその場で対応するよう指導しました。
あとでと思っても忘れてしまう可能性が高い。
１１日までは１アンプル×３回の指示であったが、１２日より２アンプル×３回の指示に変更になっ 《改善策》 今回２勤務通した形の勤務をする中で、自分の勤務帯で２回施行するうちの「１回目が
ていた。１１日の１６時から夜勤に入り、１２日の朝夜勤が明けるまでに２回サンドスタチンを施行 １アンプルの指示だったこと」、「以前からずっと１アンプルだったこと」から、２回目も１アンプルで
した。 １１日の準夜帯は指示が１アンプルであったため、注射指示表と注射処方箋を確認した
あるという思い込みがあった。 また、欠品になっており、１２日分が３アンプルしか冷蔵庫に入っ
後、２２時に予定通り施行した。１２日の夜中に注射指示表と注射処方箋を確認した。このとき注 ていなかったことからさらに１回１アンプルであるとの思い込みが強くなってしまっていたと考える。
射薬品名は指差し呼称にて確認したが、アンプル数は確認していなかった。 朝５時ごろ注射薬を しかし、最終的には薬品名だけでなくアンプル数を確認するという基本的な作業が出来ておらず、
冷蔵庫から取り出す際、メモ(Ａ様サンドスタチン１２日分）とともに透明ビニール袋薬品が３アンプ 過小投与につながった。 基本に返り、必ず指示表と処方箋の確認を怠りなく行うことで防ぎえる
ル入っていたため、その中から１アンプルを取り出し注射器に詰め６時に施行した。この時も薬品 ことが出来ると考える。今後は基本の確認作業を怠りなく行っていきたい。 《所属リスクマネー
名は確認したがアンプル数までは確認していなかった。実際には本来６アンプル１２日分として
ジャのコメント》 上記のとおりである．それにしても欠品伝票はあったのだろうか．
入っていなければならないところ、欠品のため３アンプルしか入っておらず、欠品伝票も一緒には
置いてなかった。
指示医が研修医であり、注射、点滴変更時の指示簿の指示変更方法を知らなかった。 初めて受 《改善策》 医師への０入力時の、今までの指示内容への赤での×印が基準となっていることを広
け持った患者であるのに、前日や翌日との指示の違いなどの確認が出来ていなかった。 ２種類 めていき、事故の予防である連携をもつ。 指示内容を確認し、つめて実施する流れ作業にならな
の抗生剤投与になんの疑いもなく投与実施している。 患者の注射指示内容の点滴、注射の種類 いよう１回立ち止まり、この方になぜこの薬品を使うのかを考えなければならない。 指示を拾い
が多く、どの０入力なのかを見落とし、施行する指示内容、量を確認するのに精一杯になってい 終えた後に、再度全体の指示簿を確認すれば防げる可能性がある。 初めて受け持つ患者はより
た。
密に情報収集を行う必要がある（検査データー医師の記事、数日前からの指示未来の指示など）
《所属リスクマネージャのコメント》 リーダーで他のスタッフの指導的な立場であり、確認が不十
分。特に初めて受け持つ場合には、当日指示だけでなく前の指示がどうなっていたのかの確認も
するように指導します。
使用した翼状針にいつ亀裂が入ったのかは分からない。
《改善策》 未然に防げるように、他のスタッフに伝達した。 《所属リスクマネージャのコメント》 点
滴準備時にわかれば一番良いが、今回は点滴施行後も５分、１０分、３０分と確認されている。不
可効力と思われる。使用された翼状針を中央材料室へ提出し、メーカーへの対応をお願いした。
発生後はなるべく早く発見できるように指導していきたい。

《内容》 セファメジンの抗生剤を朝使用していた患者だが、前前日夕よりペントシリン投与開始。
その後朝夕でのペントシリン指示。セファメジンはオーダーされていたが、前日と翌日は、０入力さ
れている上に最初の指示簿に施行しないようしるしがついていた。 しかし、本日分は、０入力はさ
れていたが、最初に出されている指示簿には中止サインが何もなかった状態で初めての受け持ち
であった。その０入力に気が付かず、２種類の抗生剤を投与してしまった。投与後、施行印押す時
に気が付き、すぐに患者の状態観察を行い、指示医に報告した。 《発見経緯》 注射施行後、注
射伝票と指示簿を同時に施行印を押していった時に、別のプリンターで０入力されたものを施行し
ていることに気が付いた。最初に出された指示簿に×印などはされていなかった。
《内容》 ゾビラックスの点滴を翼状針を使用し直刺で施行。５分後、１０分後と開始から３０分間は
滴下、刺入部の確認を行った。 その後患者よりナースコールあり。他のスタッフが訪室。腕の下
が冷たいとの訴え有り。確認するとシーツに点滴漏れあり。一度抜針し、翼状針の接続部より亀裂
が入っているのを発見した。 実際指示量よりも点滴漏れのことを考えると過少投与となってしまう
ため、医師に報告。診察後、残量の５０ｃｃを点滴し帰宅となった。 《発見経緯》 患者が腕の下が
冷たいとナースコールを押してきたため。
《内容》 ソリタＴ１の指示をグリセオールで準備してしまった。点滴についた看護師が発見した。形 久しぶり（１０年）の勤務場所で処置が重なりあせっていた。 形、色が似ており思い込みで準備し 《改善策》 声に出して薬を確認する。物品は指先確認をする。慣れない時はダブルチェックしても
が似ており思いこんでしまった。 《発見経緯》 直接に点滴介助した看護師が発見した。
てしまった。
らう。 医師の指示〈伝票）をみて最低３回の確認を徹底する。 《所属リスクマネージャのコメント》
基本的な確認を徹底する。１０年ぶりの勤務なので落ち着いて行動してほしい。ソリタとグリセオー
ルの形態が似ているので、初療室はソリタのみとした。
《内容》 ダイオウ末１ｇ／分３（調剤が必要）１０日分のところ１ｇ／包（予製剤）１０包を調剤する。 処方箋上に他の予製剤の処方（パントシン、酸化Ｍｇ）があったため、ダイオウ末も予製剤と思い 《改善策》 投与量と日数の計数調剤でなく、処方を読んで調剤する。 何らかのメッセージ（処方
約１時間後、並行調剤していた散剤担当者が、当該処方のダイオウ末が残っている事に気付き、 込んでしまった。 予製剤はシステム上、「Ｈ」の印が印刷されるので確認ミスである。
箋の記号）を見落とさず、確認する。 思い込み調剤は行わない。 《所属リスクマネージャのコメン
予製剤を調剤、監査、払い出したことがわかった。 《発見経緯》 ダイオウ末１ｇ／分３（調剤が必
ト》 知っている人にあったら挨拶しなさいよと教えたとする。でも、しない、できない、意図的にしな
要）１０日分のところ１ｇ／包（予製剤）１０包を調剤する。約１時間後、並行調剤していた散剤担当
い。これと同じことが続いている。なぜ基本的なことが守られないのか？再三いっているように、ま
者が、当該処方のダイオウ末が残っている事に気付き、予製剤を払い出したことがわかった。
たあれほど時間を費やして対策を立てたことがこの一件で無に帰す。もう一度話し合いたい。あき
らめずに。
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具体的内容
《内容》 タゴシット２００ｍｇ×２本＋生食ＴＮ１００ｍｌを朝（１日１回）投与しなければならなかった。
点滴を取り出すとき、伝票の確認をしっかり行っておらず、タゴシットのバイアルが２本あるのを見
て１本は夕の分と思い込んでしまい、１本しか取り出さなかった。数人分の点滴を一気に取り出し
ており、注意力も散漫になっていた。 点滴をつめるときも急いでおり、伝票の使用数の確認をして
いなかった。 日勤帯の看護師が注射のカート内を整理しているとき、タゴシットが１本余っている
のを発見し報告を受ける。医師に報告、残ったタゴシット１本分は本日分は投与しなくてもよいとの
指示あり。 《発見経緯》 タゴシットは１日一回朝２本分投与するという指示であったが、日勤の看
護師が注射カートを整理している時、タゴシットが1本余っていることに気がつき、注射の過少与薬
があったことに気がつく。
《内容》 トイレへ行くために車椅子に移乗したよう。しかし、移乗しようとした時乗りそこなってしま
い、床ヘへたり込んでしまった。 患者は１９時頃発熱し、解熱剤内服。眠前にサイレース２ｍｇ内
服していた。 転倒発見後、本人へ問うもあまり覚えていない様子であった。転倒が原因と考えら
れる痛みは無く、外傷は見られなかった。 《発見経緯》 巡視中であった。

背景・要因
点滴を取り出す時、つめる時に十分確認を行わず、思い込みで行っていた。 点滴を取り出すと
き、数人分の点滴を一気に取り出していたため、注意力が散漫になっていた。 早く検温に出発し
なければと焦っていた。 情報収集のときはタゴシット２本と情報をとっており、情報収集用紙にも
２本と書いていたが、分かりやすくチェックしていなかったため気がつかなかった。

日常的にトイレへ行く時は車椅子を利用していた。何度か移乗時看護師を呼ぶように伝えていた
ものの、今まで呼ばれたことは無かった。 本日、発熱にて解熱剤を投与、眠剤投与していた。
貧血もあり、もっと強くナースコールを押すことを念押しするべきであった。 患者の位置が部屋の
廊下側であり、壁が出っ張っているため、車椅子移動の患者に十分なスペースがあったとはいえ
ない。
《内容》 ドスンと物音がしたため訪室すると、入り口付近で座り込んでいるＰｔを発見する。入り口 ・ポータブルトイレがベッドサイドの近くに置いてあったため、一人で使用してしまう可能性があると
に置いてあったポータブルトイレで排尿した後、ベッドへ戻ろうとして転倒したと話す。腰を打ったが 考え、深夜の始めの巡視時に入り口のＰｔから見えない位置に移動させた。そのことを本人へ伝え
頭は打っていないとのこと。バイタルサイン不変、神経症状なし。 前日に尿道留置カテーテルを ていなかったため、Ｐｔは近くにおいてあると思い一人で使用しようとしていた。 ・ポータブルトイレ
抜去し、ポータブルトイレを使用していた。ふらつきがあるため一人ではポータブルトイレを使用し を使用するときはナースコールで知らせてもらえると思い込んでいた。 ・一人ではポータブルトイ
ないように念を押していた。本人へなぜ一人で使用したのかたずねると「ナースコールするように レを使用しないように説明していたが、本人の理解度を確認していなかった。 ・床上安静の期間
言われていたけど忘れちゃってた」と。 ポータブルトイレは一人では使用できないように、入り口 が長く、下肢筋力の低下があった。 ・室内歩行リハビリを行っていたが、ふらつきがあり転倒の危
のＰｔから見えない位置に深夜帯で移動していた。当番Ｄｒへ報告し様子観察の指示を受ける。管 険があった。（危険度？） ・前日に尿道留置カテーテルを抜去したばかりであり、ポータブルトイレ
理師長ヘ報告、家族へは夜間の連絡は不要と同意書にあるため、日中に連絡することになる。
の使用回数が少なかった。 ・ふらつきが強く危険であるため、ポータブルトイレ使用時はナース
《発見経緯》 ドスンと物音がし、訪室したため。
コールで知らせるように本人へ話していたが知らせてこなかった。（準夜帯ではナースコールで知
らせていた。） ・眠剤（レンドルミン）を内服しており、更に転倒しやすい状態であった。

改善策
《改善策》 思い込みで行動をしない。 点滴を取り出すとき、つめるときは必ず伝票の確認を行
う。 点滴を取り出すときは、一人分ずつ取り出すようにする。 自己の情報収集用紙に記入する
ときに、間違えそうな点については色を変えて記入し、物を取り出すとき、つめた後からバイアルを
捨てるとき、自己の情報収集用紙とも照らし合わせて確認する。 準備のときは他のことに気を取
られず、落ち着いて丁寧に行うようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 与薬注射は伝票
とものをきちんと照らし合わせることが基本です。これを正確に行って初めて業務を遂行したことに
なります。「急がば廻れ」ということわざがあります。焦っているときほど慎重に手を抜かないことを
身につけましょう。

《改善策》 眠剤、解熱剤等の薬剤の影響を考慮し、転倒のリスクが高くなることを認識する。
ナースコールの説明は何度でも行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 病室が狭いことは確か
にいえる。患者さんが自分で乗れるように車椅子を用意しておくと、もう誰も通れない。年配の患者
さん自分の事はできるだけ自分でしようとする。患者さんはやれると思って、ナースコールを押すよ
うに伝えても動いてしまう。こんなとき、”おきたくん”は有用だろうか？
《改善策》 ・ポータブルトイレを一人で使用しないＰｔについては、見えない位置に置くように徹底
する。もしもポータブルトイレを移動するときはＰｔへも伝え理解を得る。そのうえで、なぜ遠くに置い
てあるかの理由も踏まえて、一人では使用しないように説明する。 ・本人へ説明した後は必ず理
解できているかの確認をとる。説明している間のＰｔの表情・返事などにも注意を払う。 ・訪室する
たびに何度も念を押して説明する。 ・どうしても理解が得られない場合は徘徊コールの使用も検
討する。 ・歩行リハビリをすすめ、下肢筋力の早期回復を目指す。 《所属リスクマネージャのコメ
ント》 この患者様は前回の入院時もポータブルトイレ使用の段階でナースコールをせず、一人で
移動して転倒されている。ナースコールしていただくよう説明しても、一人でできると思ってしまうよ
うである。今回はポータブルトイレを見えない位置にしていたが、本人が気付いて看護師に知らせ
ず使用してしまったようだ。現在ポータブルトイレを室外に置いているが、徘徊コールを設置するほ
どでもない段階が対応に苦慮する。本人への説明を繰り返し、理解と協力を得ながら、注意してい
きたい。
《内容》 ナイキサンと、シグマートを内服している患者さまで、シグマートの内服中止の指示がで 医師に報告した後、リーダーに報告し、夜勤者に申し送りをしたが、その時に、リーダーから「ムコ 《改善策》 自分がちゃんと言ったつもりでも、間違った報告をしていることがあるため、指摘を受け
たが、薬が一包化されていたため、ナイキサンの内服はどうするか確認したところ中止との指示が スタと言わなかった」と言われたのに対して、自分では「ナイキサン」と言ってると思い、医師に確 たりした時は、その時点で自分に自信があってもちゃんと確認をとっていくことが今後は必要だと
出た。就業後振り返っていたところ、もしかして薬名をいい間違えたかもと思い再度医師へ確認し 認を取らず、時間がたって不安になりはじめて確認をとった。 先輩が指摘した時点で確認をすぐ 思います。 《所属リスクマネージャのコメント》 思い込みが激しいのでそれを改善してほしい。
たが、ムコスタと言っていたと言われた。しかしナイキサンを中止にしてしまった。 《発見経緯》 薬 とるべきだった。
の中止を医師に確認した際に違う薬剤の名前を言ってしまった。その後、気になってもう一度医師
に確認したら、違う薬の名前を言っていることが分かった。
《内容》 パンスポリンバッグのところにファーストシンバッグを払い出した。 《発見経緯》 薬剤部 点滴バッグ払い出しに際しては薬品にラベルを貼布して払い出しているし、ラベルを貼る者・処方 《改善策》 呼称調剤を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 ものと名前の未確認であり、２
より払い出した薬品を病棟で施行時、看護師が発見した。
箋と確認する者の２名でセットを行ったが、２名とも間違いに気づかなかった。
重監査の意味が無い。何のために２重監査を行っているのかも一度指導したい。
《内容》 ハンプをシリンジポンプで投与している患者様の寝衣交換を行う際に、袖を通すためハン 本体を輸液ポンプで投与しており、輸液ポンプを設定したことで安心してしまい、最後の確認行為 《改善策》 処置後の確認行為を徹底する。 シリンジポンプの停止アラームが２分で鳴るため、寝
プのルートのＣカニューラを外し、袖を通した後に再接続することを忘れてしまった。 《発見経緯》 ができていなかった。 ２週間前より、全患者様に輸液ポンプを使用することになり、寝衣交換時 衣交換時にルートの接続を外す際は、ポンプを一旦停止させてから外す。 輸液ポンプが全患者
受持ち看護師が訪室した際に、ハンプの点滴ルートが患者様に接続さてれいないことに気付き、 に輸液ポンプの再設定の操作が増えたことで、輸液ポンプへの意識が強くなっていた。
様に必要かの検討を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 処置や清拭後には、必ず患者
患者様に投与されていないことを発見した。
様についているルート・チューブ類の安全確認を呼称、指差しにて行うように指導しました。
《内容》 ヒューマリン交換時に、本来なら自己作成しドリップするはずであるが、ベッドサイドにＧー ＧーＩ療法を受け持ち患者がしたという申し送りがあったものの、勤務中は忘れてしまっていた。記 《改善策》 確実な確認と共に、他のスタッフが確認したもの、作成したものにおいては使用しない
Ｉ療法用に吊るしてあった他の看護師が作成した濃度・基剤の異なるヒューマリンを確認せず、ド 録を見ておかしいと気が付いたが、同職者に確認できなかった。 ＧーＩ療法用にベッドサイドに用 という決まりを守る。 薬品の確認においては自己判断だけではなく、リーダーなどに報告し再確
リップしてしまった。３時間投与後に気付き、血糖測定を行ったが９５から１４７まで上昇していた。 意してあったヒューマリンと表記してあった薬剤のバックを見て、用途・基剤・濃度を確認せず、
認をするようにする。 濃度の確認も厳重に注意する。 おかしいと思った時、気が付いた時は他
詳細を医師に報告して、ヒューマリンは中止の指示となり、以後は経過観察となった。 《発見経 ヒューマリンを交換すると思い込んでシリンジに吸い、薬剤交換をしてしまった。 原則、前の勤務 のスタッフと共に必ず再確認するようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 今までに何度
緯》 同職者に対しての申し送り時に発見できた。
者が作成した薬剤は使用しないことに決まっているが、ベッドサイドに残っていたので使用してし かインシュリン製剤を作成していたにもかかわらず、今回のようなことが起こってしまったのは何故
まった。
か？自己の行動を振り返るように指導していきます。 また、他人が作成したものは使用しないと
いう決められたルールを確実に徹底していくように指導します。
《内容》 フサン２Ａ使用の指示が１Ａに変更になっていたが、指示を拾う時に変更になった指示を 注射指示表と処方箋の確認の際に指示表に×がうってあったが見落とし、横に変更の指示が
《改善策》 変更になった注射指示は、すぐに中止棚に移すようする。 指示表に変更があった場
見落とし、フサン２Ａ使用してしまった。 《発見経緯》 患者の転床時に中止の点滴がないことが 貼ってあったのも見落としていた。 注射棚にも物が残っており、処方箋も変更になっておらず、そ 合、変更がしっかりわかるよう赤線を引く。 自分の傾向として、注射指示表の左側だけを見て指
わかった。
のまま施行してしまった。
示をひろっているので、落ちついて全体を見て指示を取る。 《所属リスクマネージャのコメント》
指示簿を見れば背景・要因にあるようにチェックがあるので分かるはず。全く確認していないといっ
ても同然。指示変更はあっても薬剤がまだ薬局から上がってきていなかったので指示を見た者も
担当のものが分かるだろうとそのままにしてしまった。この時点で何らかの対応をしていれば防げ
た。今後対策を検討していきます。
《内容》 フルカリックのビタミン剤の混入を忘れた。 《発見経緯》 他の看護師訪室時に発見し報 時間に焦っており、混入したつもりが忘れていた。
《改善策》 今後、フルカリックを詰めるときには意識的ビタミン剤の混入は行ったかを確認する。
告を受けたため病室に確認しに行き、発見できた。
さらにすべての点滴を詰め終わってから、患者様につなぐ前・後、訪室時に滴下を確認する際にも
重複確認していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 改善策の通りである。
《内容》 フロベンを５ｍｇ／ｋｇ処方しようとしていた。患児は１６ｋｇであり８０ｍｇ／３×処方すべき 体重換算の計算中に作業を中断しないこと。作業を中断したら再度計算しなおす慎重さが必要と 《改善策》 体重換算の計算中に作業を中断しないこと。作業を中断したら再度計算しなおす慎重
であった。２０ｍｇ／３×の処方をしてしまった。処方途中で他の患者のことを聞かれた。その後処 思われた。
さが必要と思われた。 《所属リスクマネージャのコメント》 小児ゆえのインシデント。 画面上での
方を続けた際に、間違えたと考えられる。 《発見経緯》 同職者が、検査結果をチェックしたときに
入力後、チケット貼付時、再度チケット上で確認することを徹底すること。
処方を確認した。
《内容》 ベッドからの転落。内服中止中であったが、患者は自己にて眠剤を隠し持っており内服し ナースコールが手の届く位置に置いていなかった。 転倒転落アセスメントスコアの危険度が上 《改善策》 徘徊コールを設置した。 ふたたび柵を乗り越えてしまわないように片側はベッド柵を
ていた。前日からイレウス管留置され、尿器も使用しはじめていた。 ０時の巡視時には転落しそう がっていたが、計画を修正することができなかった。
下ろした。 ナースコールを手の届く位置に設置した。 眠剤を回収した。 危険度に順じた対策を
になって寝ていたためベッド柵を両方上げたが、実際はベッド柵上がったままで転落していた。失
行っていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 本人から報告がきていない事例なので、何が問
禁していたため、尿意を感じてトイレへ行こうとして転落したと思われる。 《発見経緯》 同室者よ
題だったのかわかりづらい。ナースコールが手元にないなど基本的なことができていないというこ
りのナースコールがあったため
とは、かなり不十分な対応だと言える。再度状況を確認して指導します。
《内容》 ベッドサイドで尿器を使用し排泄。その後、足元にある靴を揃えようとしたが前のめりにな 対象患者の転倒の危険性は認識していたが、理解力もあるため徘徊マット使用せず、移動時に 《改善策》 移動時・排尿時にナースコールで連絡をせず自己で行うなど、協力が得られない場合
り、崩れるように両手をついた。両膝に疼痛があり、自己で起き上がることができず、うつ伏せで はナースコールをするように依頼していた。 「ありがとう・助かる」と言われるが、ナースコールを には徘徊マットの使用を本人に話した。 《所属リスクマネージャのコメント》 処置後でふらつきが
ナースコールに手を伸ばしていた。 １人の介助では起き上がることできず、３人（勤務交替看護 使用することに遠慮していた。
あったかも知れないが普段は普通に生活している方である。靴をそろえようとしたことは、訪室した
師含む）で仰臥位にした後ベッドへ移動した。頭部・胸部・腹部に外傷は無く、対光反射あり、頻脈
際に気付いて直しておけば患者様が自分で行動されることはなかったと思う。 このようなちょっと
であったが、気分不快なし。管理師長・主治医・家人へ連絡した。 《発見経緯》 巡視時、転倒して
したことは頼みにくいことでもあるので、注意が必要と感じた。
いるところを発見。
《内容》 ベッド上で横になっていた。家族がそばにいるため、"うーご君"使用中であるが装着せず 転落の危険性高いため、"うーご君"使用中であったが家族がいても装着していくこと、患者から離 《改善策》 家族がいるときも転落の危険性があるため、説明と転落防止の機器を設置することを
にいた。家族に装着していないことを説明していた。先生に家族が呼ばれベッドサイドからはなれ れるときにはナースコールを押して、看護師を呼んでから離れることの説明をしていなかったこと 統一していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 家族がいるという油断 家族はわれわれほど
た。その後看護師が訪室すると、ベッドサイドで座り込んでいることを発見した。 《発見経緯》 昼 が原因と考える。 家族の理解度の認識の甘さもあったと考える。
患者を理解していない差である。
間の１２時体位変換に回っているときにベッドサイドに座り込んでいるのを発見
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具体的内容
背景・要因
改善策
《内容》 ポータブルトイレ介助時、患者がベット柵につかまった状態で看護師が寝巻を正したあ 当患者のトイレ介助は通常より行っており、看護師はいつも通りに行っていたが、「患者の状態は 《改善策》 一人の認識や知識では偏りがあるため、チーム内で話し合って具体的に援助方法を
と、看護師が患者を支えながらベット柵をおろした。その際患者が膝折れし、看護師が支えきれず いつまででも同じではなく、いままで通りのやり方がずっと通用するわけではない」ということに対 考えていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 患者の状態がいつもと違うということを確信する
に一緒に床に座りこんでしまった。 《発見経緯》 看護師が介助していたが患者が転倒したため。 する認識が低かった。
にはさまざまな情報が必要である。確信に至るまでにこのような状況が起こることもあると思う。た
だ、膝折れすることも想定してふだんから介助を考えないと、対応できなくなる。スタッフの技術の
未熟さも要因にはあると考える。再度、介助の方法を確認していきます。
《内容》 ホクナリンテープの交換時間が１日１回の指示であった。ホクナリンテープの残りの枚数 １日１回の内服薬などの時間が未設定であったため、明確な時間指定がなかった。また、通常な 《改善策》 内服薬の回数により投与時間が病棟でマニュアル化されていたが、１回投与に関する
や処方箋を確認し、間違いがなかったので深夜で交換したと思い込んだ。しかし、当日の分を数え ら、薬袋に投与時間が記載されていたが、今回はされていなかった。 また、日にちの錯誤をして もののマニュアルはなく、これまでばらばらだったため、病棟内での１日１回投与の場合の約束事
ていなかった。 《発見経緯》 次の勤務者が確認時に発見する。
おり残薬と処方箋、チケットの確認をしたが間違いに気づけなかった。
を決める。 日にちと薬と投与時間をメモ用の経過記録にメモに残し、確実に投与、確認ができる
ようにしていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 投与時間を定時にすることと、テープには交
換日時を必ず記載するように徹底していきます。
《内容》 マキシピ-ム２Ｖ使用のところ、１Ｖのみしか使用しなかった。《発見経緯》 次の勤務者が 伝票の見落とし。確認不足。
《改善策》 伝票・カルテの確認の徹底。伝票の投与量のところに印をつける。 《所属リスクマネー
１Ｖ残つているのに気づく。
ジャのコメント》 投与方法、薬剤名、投与量、物と薬票が一致しているかどうかきちんと見るしか
ない。どうして見落としたのか。何が確認不足だったのかを知る。
《内容》 もともと痴呆があり、見当識障害もある患者であった。転倒転落の危険を予測し前勤務帯 ・フドー手袋を末梢ルート挿入側でない方に装着し、ルート側の上肢には抑制をしていなかった。 《改善策》 ・抑制が必要な患者様に対して、「今行われている抑制が本当に有効なものであるの
からベッドを壁側につけ、ルートトラブル予防のため、末梢ルートが挿入されていない方の手にフ ベッドサイドについている時には、その状況下で危険行為が見られなかったため、その抑制方法 か」という考えを持ち、抑制するよう意識を持つ。片方の抑制では有効でないことを自覚する。 ・
ドー手袋を装着させてもらっていた。 上記のように危険があることを認識し、扉を開放にしてベッ に疑問を持つことをしなかった。しかし自動体位交換が可能であったため、上肢の動きは自由で ルートトラブルが予測される場合、ルートが患者様の目になるべくつかないようにシリンジのルート
ドサイドの訪室回数も増やしていたが、フドー手袋に指２本程度入るゆとりがあることに気付いて あり、片一方の抑制、またはフドー手袋では有効ではないという認識がなかった。 ・痴呆、失見当 は側管ルートの位置からつける。刺入部の固定はテープが外れないように通常の固定後、包帯で
いたにも関わらず、ゆとりがないよう固定することをしなかった。フドー手袋を気にされているしぐさ 識があり、末梢ルートの自己抜去は予測できた。覚醒時でも見当識障害はあったため、有効な抑 保護する。または、ルート挿入介助時は可能であれば上腕に挿入してもらうよう医師に相談する。
が見られたがすぐに諦め目を閉じられたため、そのままにしていた。 休憩後、訪室するとフドー手 制は必要であったが、フドー手袋と抑制帯を今以上に強化することに対して躊躇する気持ちが
・抑制類を気にされる様子が見られた時点で、一度患者様の気持ちが落ち着くまで何らかの対応
袋を外し、末梢ルートが抜けかけているところを発見した。 《発見経緯》 もともと痴呆があり、見 あった。 ・フドー手袋を気にされている様子には気付いていたが、一度外すと「もう装着させてもら を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 不動手袋が適切に装着されていないことを注意しま
当識障害もある患者様であった。ルートトラブル予防のため、末梢ルートが挿入されていない方の えないかもしれない。」という思いと、興奮される様子がなかったため「これくらいなら大丈夫だろ した。中途半端な抑制なら意味がなく、せん妄を助長させるだけなので抑制の必要性を再確認し
手にフドー手袋を装着させてもらっていた。フドー手袋を気にされているしぐさが見られたがすぐに う。」という安易な考えになってしまった。 ・バイタルサインはおちついていたため、末梢ルートが ていきます。
諦め目を閉じられたため、そのままにしていた。休憩後、訪室するとフドー手袋を外し、末梢ルート 抜けても生命の危機は少ないという気持ちも働いた。
が抜けかけているところを発見した。
《内容》 ユニプル内の抗生剤欠品し、別の抗生剤を入れてユニプルを起動させていたのに監査 欠品薬品があるとユニプルが起動しない為、別の薬品（同サイズの物）が必要。
《改善策》 欠品時に別の薬品で起動させた時、起動後直ぐに回収する。 朝のセット時は、欠品
時に気が付かず、払い出してしまった。 《発見経緯》 病棟で注射○月３０日分の整理中
薬品名確認し、注意し監査を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 基本的な確認作業が行わ
れていない。今一度指導したい。
《内容》 安静度が床上安静の指示のものを、同じ婦人科の患者様の安静度フリーと勘違いしてい 忙しく他の事にあたっていた為、カルテの確認をしなかった。
《改善策》 安静度の確認はカルテの指示に従い、医師の指示のものを実施する。 《所属リスクマ
た。翌日、床上安静解除の指示がない事に気が付き発覚した。 《発見経緯》 カルテに指示がな
ネージャのコメント》 指示の確認不足。病状で安静が優先される状態の認識が薄いと思われま
い事に気が付いた。
す。危険が伴う、という意識付けにはなったと思います。経験が少ない症例の場合には事前に検
討し、看護対応ができるようにしたいと思います。
《内容》 以前より不穏言動あり、末梢自己抜去歴もある患者様であった。抑制の同意（フドー手袋 以前より不穏行動あり、自己抜去歴もあったため予測できる行動であった。しかし不穏時の指示 《改善策》 不穏言動見られる時は危険を予測し、抑制具を使用すべきであった。 また、ヘパロッ
のみ）得ていたが、患者が拒否する時にはなるべく使用しないでほしいと妻の希望であった。 今 準備し再び訪室するまでそれほど時間がかかるとは思わず、自己抜去されるとは考えていなかっ ク部位にネットしかつけていなかったため、包帯保護をしていく。 《所属リスクマネージャのコメン
回も患者より「絶対に嫌だ」と強く拒否され、フドー手袋は使用していなかった。 不穏時指示の薬 た。
ト》 抑制など同意がえられず、観察していた患者さまであり、家族も何が起きてもよいから患者さ
剤準備し訪室すると、末梢自己抜去されていた。 《発見経緯》 声がしたため訪室すると、体動激
まの希望に添って欲しいと希望があり、苦慮しながら看護していました。出血もなく特に問題ありま
しく興奮状態であった。不穏時の指示準備し再び訪室すると、末梢ヘパロックを自己抜去している
せんでした。
所を発見する。
《内容》 意識障害で入院中の患者が肺炎を併発し、抗生剤投与開始の指示を○／１８昼間に受 ゲンタシン注射液に１０ｍｇ／４０ｍｇ／６０ｍｇと、含有量の違うものがあることを知らなかった。
《改善策》 指示を受け、早急に投与開始指示があり、病棟ストック分から薬品をしようする場合
けた。指示はゲンタシン４０ｍｇ＋生食１００ｍｌであったが、実際には病棟ストック分の薬品（ゲンタ 受け持ちチーム内に、安静度が守れず目が離せない患者様がおり、薬剤準備の際に中断してし は、薬品名含有量を必ず確認する。 薬剤準備時は途中で中断せず、薬剤の準備が終わるまで
シン１０ｍｇ）を投与してしまった。 ゲンタシン注射液に１０ｍｇ／４０ｍｇ／６０ｍｇと含有量の違う まった。
その場を離れない。 《所属リスクマネージャのコメント》 薬剤の知識不足もあるが一番大事なこ
ものがあることを知らずに、ゲンタシン注射液には１０ｍｇしかないものだと思い込み、含有量の確
とは確認である。３回確認するという基本はおこたらないで実施して欲しいと思う。
認を怠ってしまった。 《発見経緯》 病棟の薬品ストック分（ゲンタシン１０ｍｇ）に間違ってゲンタシ
ン４０ｍｇが保管されていたのを、２４日の準夜リーダーが薬品確認の際に気付き指摘を受けた。
《内容》 移植の開腹手術の際 開創器のネジが１個ない事に医師が気づいた。ネジは２個付いて
いる。術前に１個は確認したが、もう１個は確認が曖昧だった為、術中レントゲンを撮り体内にない
ことを確認し閉腹となった。 《発見経緯》 移植の開腹手術の際 開創器のネジが１個ない事に医
師が気づいた。ネジは２個付いている。術前に１個は確認したが、もう１個は確認が曖昧だった
為、術中レントゲンを撮り体内にないことを確認し閉腹となった。
《内容》 胃管チューブが鼻腔から抜け床に落ちていた。 《発見経緯》 鼻腔から吸引しようとして
胃管チューブが挿入されていないことを発見
《内容》 医師の指示のラクトリンゲルＳをラクトリンゲルで準備した。医師には指示受けした時点
で、普通のラクトリンゲルでよいという指示はもらったが、オーダーはラクトリンゲルＳのままだっ
た。 《発見経緯》 救急外来に置いていない点滴のラクトリンゲルＳが、払い出された。
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ネジがなくても使用できるものなら、滅菌時ネジのある、なしを明記する様にしておくべきでした。
最近の開創器はネジがない。本人が確認しなかったことが一番の問題である。 同じ開創器でも
いろいろな種類がある(ネジのあるものネジのないもの）。

《改善策》 ネジがなくても手術に影響がないので、あらかじめネジをなくした。 《所属リスクマネー
ジャのコメント》 知識も深めてほしい。たくさんの手術があるのでなるべく複雑な器械は使用しな
い。これは医師の協力も必要ですが。

常時フドウ手袋装着し経管栄養時のみ、グリップ抑制をする患者であった。 ２０時経管栄養が終
了したためフドウ手袋のみ装着していた。装着状態をしっかり観察していなかった。 発見時、両
上肢フドウ手袋装着していたが、指が曲げれる内側がフドウ手袋の内面にあり、物がつかみ易い
状態であった。 入眠中であったため、上肢はあまり鼻のあたりにいくことはなかった。
ラクトリンゲル液に糖入りのＳという製剤があることを知らず、一種類であると思いこんでいた。 Ｓ
でおかしいと思い、普通のラクトリンゲルでいいか確認した時点でリーダーにも確認し、医師に
オーダーの修正も依頼すべきであった。

《改善策》 訪室毎に抑制具の装着状態を観察すること。 フドウ手袋を観察する時、ホックのとこ
ろが装着されていても一回転しないか観察する。 《所属リスクマネージャのコメント》 注入中でな
く全く問題なし

《改善策》 不信に感じたことは確実に確認してから、実行するようにする。 作業は中断せず、一
つの作業を終えてから、次の作業にとりかかるようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》
普段非常に多く使用しているラクトリンゲル液に種類があると思わなかったことは、知識不足でし
た。しかし、「いつものと違う」と思って医師に確認しているのに、その確認の過程が中途半端で、
リーダーへの相談も不十分でした。救急外来では、いつの指示も必ず定数で置いてある薬剤が
オーダーされるとは限らないので、聞きなれない薬剤についてはリーダーに確認するようにしま
しょう。聞くことは大事です。
《内容》 下肢静脈血栓症の患者で点滴本体ラクトリンゲルの中にヘパリン１万Ｅを輸液ポンプ使 ・ＭＡＰを施行するのが初めてであり、準備段階まで先輩に確認していただき、実際つなぐ段階は 《改善策》 ・実施したことのない手技は、準備から実施まで先輩に確認してもらう。 ・薬液の身体
用し２０ｍｌ／ｈで滴下し治療していた。○／２０ ＭＡＰ４００ｍｌ施行、輸血前にクロール・トリメント 口頭で確認し、一人で実施してしまった。 ・クロール・トリメントがヘパリンと混注禁であり、本体を への影響などを常に考える。 《所属リスクマネージャのコメント》 ＭＡＰが終了するまで本体を止
の指示があった。クロール・トリメントは、ヘパリン混注禁とのことで、施行前に生食にてフラッシュ 一度止めたことにより、本体は止めるものだと思い込んでしまい確認しなかった。 ・薬液の効果、 めるものと思い込んでいたため、本体のポンプの電源も切っていた。改善策にもあるが、初めて実
することとなる。本体を止め、生食１０ｍｌフラッシュし、クロール・トリメント ＭＡＰをつないだ。本体 身体への影響などに対する意識の不足。
施することは先入観で判断せず、必ず先輩に確認するよう指導しました。
を止めたまま３時間経過。準夜でラウンド時に発見される。 《発見経緯》 日勤から準夜帯に交代
し、準夜のラウンド時に発見。
《内容》 化学療法をしている方のラステット・パラプラチンの点滴２本を４時間で落とすのに、使用 抗癌剤の点滴に輸液ポンプを使用してはいけないと知らなかった。 時間通りに落ちていなくても 《改善策》 時間指定がある点滴や化学療法などの点滴で遅れていたりしたら、自己判断せずに
してはいけないことを知らず、正確に落とそうと思い輸液ポンプ使用してしまった。それに加えて、 そのまま様子見ていたこと、その報告・相談が遅かったこと、輸液ポンプの設定を他の人に相談・ 先輩やリーダーに相談・報告する。 輸液ポンプなど機械を使用している時に、おかしいな、変だな
４時間で落とさなければいけなかったが、輸液ポンプの設定を間違えて落としていたため（２５０ｍｌ 確認してもらわなかったが要因。 日勤で１本目を医師につなげてもらってから日勤の看護師が正 と思ったら、他の人（先輩・リーダー）に一緒に確認していただく。 勤務交替後も自分で設定など
/ｈｒと滴下量が多かったため）成人用ルートに変えた。 そのとき設定を１５滴用に変えたが、ｍｌ/ｈ 確に落とそうと輸液ポンプを使用した。 １本目はスタートするのが予定時刻よりも遅れていた。２ 再度確認する。 輸液ポンプ使用禁止の薬剤を学ぶ。 《所属リスクマネージャのコメント》 薬剤に
ｒの設定のままにしてあった。そのままで２５０を割る４をしてしまい、６５ｍｌ/ｈｒで落としていた。落 本目も薬局から上がってきたのでＤｒが接続するために部屋ヘ訪室している。そのときに１本目に 対する知識不足はもちろんであるが、経験の浅いメンバーは不安なこと、わからないことは必ず
ちるのが遅いと思って機械の設定を見たり、漏れてはいないかと確認行為を行ったが、誰にも相 輸液ポンプを使用しているのを目撃していると思われる。そのときに指摘しないのにも要因がある リーダーに相談、報告するよう指導しているが守られていない。全科の患者を対象としていると確
談せず自己判断で様子を見ていた。 その結果８時間かかって落としてしまった。準夜の２２時の と思われる。
かに学ばなくてはいけない事はたくさんあり、また薬剤、治療法等は日々変っている。だからこそ
検温の報告時にリーダーに報告した。 《発見経緯》 深夜のリーダーが最初のラウンドで気付い
注意が必要である。幸い患者は何事もなく経過しています。今後は医師の指導もいただきながら、
た。
指導していきます。
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具体的内容
背景・要因
《内容》 仮性クループを疑う患児に対し吸入を施行する際、処置伝表にボスミンを通常の１０倍量 指示した私が体重１０ｋｇの量を体重あたりと思って指示してしまった。
を指示。伝票を受けた看護師が気づき、指示医師に確認。誤指示を確認し訂正。患児には通常量
を投与した。 《発見経緯》 看護師が伝票記載内容を医師に確認
268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

改善策
《改善策》 処方する際は必ず容量をＤＩ等で確認し投与する。 《所属リスクマネージャのコメント》
今回の事例の根底には、指示者(研修医）の知識の不正確さが、根底にあったと思われる。 研修
医の指示は、中には、様々な要因から、誤りを含みうるものとして対応することが必要と考える。
今回は、看護師の適切な判断の下、誤った投与量が回避され、インシデント事例として終わった。
救急業務中多忙で、確認等の作業に余裕の無い状況であったかもしれない。しかしそのような中
でこそ、注意を払うべき薬剤、処置に対する認識を持ち、安全のための再確認と、必要に応じ今回
のような指示差し戻しを行うべきものと考える。
《内容》 外科の開腹手術の外回りについていた。挿管後、研修医が患者の右腕より動脈ラインを 看護師は、研修医が末梢静脈ラインを確保しようとしていると思い込んでいた。 一人で外回りに 《改善策》 思い込みで行動しない。 処置をする時には、必ず声だし確認をする。 ラインを確保し
確保し、看護師に「つないでください。」と言った。しかし、看護師は先に研修医が左腕より動脈ライ ついて、緊張して余裕がなかった。
たときに、分からない時は動脈か静脈か医師に確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 間
ンを確保しようとしていたのを見ていたので、右腕は静脈ラインを確保したのだと思い込み、点滴
接介助の看護師として介助をしていましたが、余裕がなかったようです。そんな時こそ声だし確認
ルートに動脈ラインを接続してしまった。麻酔科医師がすぐに間違いに気付き動脈ラインに接続し
が大事だと指導しました。
たが、圧測定できず、再度左腕より動脈ラインを確保した。 《発見経緯》 麻酔科医師に間違いを
指摘された。
《内容》 外来調剤中、チラージンＳ１．５錠の処方で、自動分包機のコンベアに０．５錠を投入。包 自動分包機に該当する錠剤を確実に入れても、静電気などで分包されてこないことがあるため、 《改善策》 包装後の確認は包数の確認とともに行っているが、まだ不十分であった。 機械の精
装されてきた３０包のうち１包が１錠のみ包装されていた。 《発見経緯》 患者本人からの電話連 包装後の確認を十分にすべきだった。
度に頼らず、自分の目で最終確認を行っていきたい。 《所属リスクマネージャのコメント》 報告者
絡にて発見される。
の対策通り、自分で入れた数を数えながらやることです。
《内容》 患者がベッド柵を乗り越え、ベッド柵につかまり立っているところを発見した。 《発見経 鼻出血によるプレショックの入室患者。鼻出血続き、バルン止血中であり、床上安静が必要な患 《改善策》 意識はクリアであったがルート類があり、危険なため必要時抑制具を使用する。 ベッ
緯》 物音がしたため訪室したところ、ベッド柵を乗り越えてベット柵につかまって立っているところ 者であった。意識レベルほぼクリアで不穏行動なく抑制具使用していなかった。 物音がしたため ドの高さを低くする。 しきりのカーテンを開け、観察しやすいようにした。 モニターのオーバー
を発見した。
訪室したところ、ベッド柵を乗り越え、ベッド柵につかまりたっているところを発見。「水が飲みた
ビューシステムで他患者のところからも観察できるようにした。 《所属リスクマネージャのコメント》
かった」と訴えた。 １０分前に他看護師が見た時には体動なく、ベッド上で閉眼していた。ナース 意識レベルが清明な状態の中で、抑制具使用の判断は難しいと思います。病態から低酸素状態
コールは渡してあり、ナースコールは押せていた。
を考慮して抑制具を使用することも検討する必要があるかもしれませんが、今回のケースでは判
断できなかったと考えます。
《内容》 患者にノイトロジンを皮下注したあと、ナースステーションにもどり注射カートをみたところ ノイトロジンの溶解剤に薬剤名が明記されており、アンプルの薬剤であると思い込んだ。
《改善策》 基本的な確認作業を徹底する。 皮下注射は溶解剤のあるものか、バイアルでの注射
ノイトロジンのバイアルがあり、溶解剤のみを皮下注したことに気づいた。患者様にお詫びし、ノイ
であるか、常に意識してセットする。 薬剤を注射カートから取り出した場合は何が残っているか、
トロジンを皮下注射した。 《発見経緯》 患者にノイトロジンを皮下注したあと、ナースステーション
毎回、確認していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 薬剤の形態がどんなものであるかの認
にもどり注射カートに注射処方箋を片付けた時、ノイトロジンの封を開けていないバイアルがあり、
識が足らなかった。はじめて見る薬剤は特に、注意する必要がある。
溶解剤のみを皮下注したことに当事者が気づいた。
《内容》 患者のＭＷＭ情報が消えたので（プリント処理をしたらＸ線が曝写されていないことがわ 一旦消えたＭＷＭ情報を再度復活させる方法を思いつかなかった。
《改善策》 ＦＣＲの取扱い方法を習熟したい。 《所属リスクマネージャのコメント》 結局は手入力
かり、画面を終了してしまった）、写真に付加させる患者情報を手で入力したが、氏名の一部を打
を行ったことによる名前の入力間違いですね。 ＭＷＭ情報を再度復活させることも重要ですが、
ち間違えた。 《発見経緯》 病棟の看護師から連絡があった。
まずは手入力を行う時の入力間違いをチェックしましょう。
《内容》 患者は意識障害があり安静が守れないため、両上肢フドー手袋とグリップ抑制、両下肢 事故直前に検温を行ない、意識レベルの観察を行なっていた。 四肢の動きを観察するため一時 《改善策》 ・正しく抑制されているかこまめに観察する。 ・抑制した時は、きちんと抑制できている
グリップ抑制、肩抑制を行なっていた。左上肢の抑制をはずし、胃管カテーテルを自己抜去した。 抑制をはずしたが、観察終了後に再度抑制する際、左上肢のフドー手袋とグリップ抑制が緩んで か確認してから離れる。 ・自己抜去が患者に与える影響について再度認識し、意識を高める。
《発見経緯》 看護師が患者ベッドの前を通りかかったため。
おり、きちんと抑制していなかった。
《所属リスクマネージャのコメント》 患者にとっていやなものはいやー、すきあれば抜去。とりあえ
ず入れなおしはしない。
《内容》 患者は持続点滴をしていた。一日５００ｍｌ×３本使用していた。 深夜帯で、２番目に使 自分の「確認した」という思い込みがあった。 抗生剤や化学療法薬、血液製剤などを確認すると 《改善策》 点滴の確認は、カルテとの確認の際も薬品との確認の際も声に出して確認するべきで
用するはずだったラクトリンゲル液５００ｍｌ＋アスコルビン酸＋ビタメジンを、点滴を準備する段階 きよりも緊張感が欠けていた。
あった。 また、点滴を準備するときはもちろん混注する際にも必ず注射処方箋と照らし合わせな
で、３番目に使用するはずのＫＮ補液３Ｂ５００ｍｌとラクトリンゲル液５００ｍｌとを取り違えてしまい、
がらつめるべきであった。 確認の段階では「自分はきちんと確認した」という思い込みもあったた
そのまま確認の際も間違いないと思い込んでしまい、ＫＮ補液３Ｂのほうに混注してしまった。点滴
め、「間違っているかもしれない」という気持ちでいなければならなかったと思う。 《所属リスクマ
交換の時間になり、再度確認した際にミスしたことに気が付いた。すぐに深夜勤のリーダーに報告
ネージャのコメント》 ＫＮ３Ｂとラクトリンゲルを見間違えるということは、本来考えにくい。ボトルの
した。 患者には影響しないであろうと判断し、そのまま点滴をＫＮ補液３Ｂに混注してしまったもの
形状も異なるし文字の色も違うので、本人も何故みまちがえたかわからないと言う。準備から実施
で交換し、朝来棟した主治医へ報告、またその後に病棟師長へ報告した。 《発見経緯》 点滴を
までに２度ほど確認したようであるが、一度思い込んだら間違いに気づくことができなかったようで
交換する前に再度注射処方箋をみなおししたため。
ある。最近、指差し呼称の確認が不十分になってきていたという自覚があるので、以後いつでも指
差し呼称で確認をするよう指導した。
《内容》 患者は全粥と経管栄養を併用していた。内服も経口でできる時と、できなくて胃管から注 経口で内服できる時とできない時があるが、薬は注入薬用の棚にセットされていた。
《改善策》 注入薬を準備すると、注入するまでに少し時間が空いてしまうので、注入薬を入れる前
入する時があった。その日は経口でほとんど食べる事ができず、栄養の補給を行なった。その時
に配薬忘れがないかを確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 トレイに残がないか機械的
点で薬の事は忘れてしまっていた。 《発見経緯》 深夜の看護師が配薬車をみて気付いたため。
に確かめることである。
《内容》 患者が左鎖骨下ＣＶを自己抜去してしまった。 《発見経緯》 点滴ポンプのアラームが鳴 ・ユニット内の患者を受け持ちしていたが、ユニット内の患者は落ち着いていた。しかし、他の患者
り、他の受け持ちナースが発見。
の検査や転棟が幾つも重なり、移送人員がなく自分が行なった。 ・ＳＣＵ内へＴＥＬや面会の問い
合わせが相次いでいたが、それらの対応にあたるクラークが不在であった。 ・ＳＣＵ内のもう１人
の受け持ち看護師へ声を掛けて移送へ行ったが、その看護師１人でＳＣＵ内の全ての事を対応で
きない状況であった。 ・軽度失見当識があったが、頻回な観察でルートトラブルを回避できてい
た。患者から見えない所へルートを隠したりと工夫もしていたが、患者の近くから離れる際、ギャッ
チアップ８０°・フドー手袋未装着であった。
《内容》 患者が点滴自己抜去をしてしまった。 《発見経緯》 隣のベッドの人の処置後、患者様の 点滴ルートを触ったり、マスクをはずしたりする行動は時々見られていたが、以前にフドー手袋を
様子を見て気付いた。
使用した時に強い拒否があり、危険行動も見られなかったためフドー手袋を使用していなかった。
点滴自己抜去の可能性があることを予測ができなかった。
《内容》 患者にＫＮ３Ｂとビタメジンを点滴しないといけないのに、指示を確認した際、オーダー中 指示表と処方箋を確認する時、他のことにきをとられていたため、十分な確認を怠ってしまった。
止になっているアミノフリードと間違え、そのまま点滴を開始してしまった。 《発見経緯》 朝、点滴 そのため、間違えたことに気が付かず点滴を開始してしまい、また、点滴開始後もすぐにチェックし
をつないだ患者様の部屋に先輩が訪室して、点滴が指示と違うことに気づき、指摘され発見した。 なかったたため、発見が遅れてしまった。
《内容》 患者に付き添って歩行訓練施行中、患者がよろめいて床に座り込んでしまった。 《発見
経緯》 患者に付き添って歩いていた。
《内容》 患者のナースコールが多く不穏状態であったため、処置室での観察を行った。以前から
点滴刺入部を包帯で保護していたが、ゆるんだため固定しなおそうとするも患者様に強く拒否をさ
れたためできなかった。巡視から戻ると点滴を自己抜針しており、先輩の看護師が発見し対処し
た。 《発見経緯》 患者が不穏状態であったため、処置室で管理していたが、巡視から戻ると点滴
を自己抜針しており、先輩の看護師が発見した。

患者の歩行能力の把握が十分で無かった。
患者は以前にも点滴やバルンカテーテルの自己抜去があったため、今回不穏時には処置室での
観察をしており、危険行動の予測はできていたものの、他の患者様の対応もあり、観察が不十分
であった。
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《改善策》 ・移送などを手伝う為、ユニットから出る際は、周囲への声かけをしっかり行なう。 ・患
者様の安全な体位を確保し、ＣＶや気管チューブなど重要なチューブ挿入の患者様は安全帯(フ
ドー手袋・グリップ）を使用してから患者様の元を離れるようにする。 ・検査や転棟が重なった時、
どのように対処するか対策を立てていく。 ・患者の覚醒度が上がり、手のうごきがよくなってきて
いる段階、患者は看護師の目のないときをよく知っている。このときとばかりにチューブを抜いてく
れる。 《所属リスクマネージャのコメント》 [患者様の安全な体位を確保し、ＣＶや気管チューブな
ど重要なチューブ挿入の患者は安全帯(フドー手袋・グリップ）を使用してから患者様の元を離れる
ようにする] これに尽きる。 アセスメントの甘さです。そばを離れるときは気軽に離れない。医師
からもこんな管理では困ると注意を受けています。 以後、末梢に変更。
《改善策》 患者の状況や状態を見て事前に点滴自己抜去の可能性が予測される時は、必要に応
じてフドー手袋を使用する。 《所属リスクマネージャのコメント》 不穏が患者の場合において、輸
液管理はなかなか大変であるが、危険行動がある場合には予測を持って行動すること。また、点
滴が患者にとって必要がどうか医師と相談して対応していく必要がある。必要な点滴の場合には、
フドー手袋の使用時や家族の協力も得るようにしていく必要がある。
《改善策》 指示表と処方箋の確認の際に間違えていないか、何度か指差し呼称で確認する。 点
滴をつないだ後、出来るだけ速やかに実施印を押し、間違いが無いか確認する。 《所属リスクマ
ネージャのコメント》 中止になったものがなぜあったのか、指示を受けた者にも責任がある。詳細
がわかりにくい。調査します。
《改善策》 もしもを考え、患者の介助をする必要があった。 《所属リスクマネージャのコメント》
報告者の記載している通り（もしもを考え、患者の介助をする必要があった）。
《改善策》 自己抜去の可能性がある場合は、拒否があってもシーネ固定や包帯などで患者の目
につきにくくするような配慮をする。 また患者様の周囲にはさみ、カッターなどの危険物は置かな
い。 頻回に訪室する。 《所属リスクマネージャのコメント》 以前にも点滴等の自己抜去をしたこ
とがある患者なので気をつけて観察はしていたが、今回も自己抜去を防げなかった。安全のことを
優先するならば、患者の強い拒否があったにしても包帯の巻きなおしを行っておくべきだった。詰
め所で患者の管理をしている状態であったが、目を離す時間はあるので、そのときの観察をどうし
ていくかを検討しなければならない。
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具体的内容
《内容》 患者は気胸のため本日１４時に救急外来より入院されたばかりであった。入院時よりト
ロッカー挿入、痛みがあったが自制内であり、入院を受けた看護師に疼痛時の指示を確認したと
ころ「ボルタレン坐薬が出ている」と聞き、患者にもそのように伝えた。 １６：５０頃ナースコールが
あり痛み止めを希望された。他の患者の処置と重なっていたため、カルテにてボルタレンのｍｇ数
だけを確認し、他の看護師にストックから坐薬を出して渡し、挿入を依頼した。 その後、この患者
にボルタレン錠が頓用として上がっているのを、坐薬を挿入した看護師が見つけ報告を受けた。
再度カルテを確認すると、疼痛時の指示は錠剤となっていた。 《発見経緯》 疼痛時の指示がボ
ルタレン坐薬だと思い込み実施したが、その後この患者に頓用のボルタレン錠の処方があがって
きたため、カルテを確認した所間違いが発覚した。
《内容》 患者は重症肺炎と膵炎で入院されていた。その薬剤は朝の８時から深夜の受持ちによっ
て開始されていた。またその薬剤は、一つが１００ｍｌのものを２本で２００ｍｌを３０ｍｌ／ｈで投与す
るよう指示が出ていた。自分が受け持ち始めたときにはまだ１本目が投与されていた。 深夜の受
持ちからは申し送り時に２本目があることをいわれてなかった。自分は２本目があることは知って
いたが、そのとき投与されていたのが２本目だと思っていた。自分は導入時、伝票と照らし合わせ
て薬剤の残りを確認したが、その時投与されているのが２本目だと思っていたため、まだ残ってい
るとは考えておらず２本目があることに気付けなかった。その後自分が伝票と薬を照らし合わせる
ことはなかった。 １２時頃に１本目が終わりそのまま終了とした。しかし、準夜の受持ちが導入時
に伝票と薬剤を確認すると２本目が残っていた。リーダー、医師にそのことを報告し、その薬剤は
そのときに投与するように言われ投与した。 《発見経緯》 次の勤務者が薬の伝票と薬を照らし
合わせている際に、伝票上すでに使用されていないといけない薬が残っていることを発見した。

背景・要因
・少し前に救急外来で気胸でトロッカー挿入した患者様の痛みに対し、ボルタレン坐薬を使ってお
り、入院を取った看護師から聞いた情報を正しいと思っていた ・坐薬を使用する前にカルテで量
を確認した時も思い込みで見ていたせいで、発熱時として書かれていたボルタレン坐薬の方に目
が行き、坐薬でいいんだと思い込んでしまった ・チケットも見たが、その時も思い込みで見ていた
ため、錠とかかれているのに気付けなかった ・受け持ち患者の状態悪化があったため、処置等
で忙しく、気持ちがあせっていた

改善策
《改善策》 ・他の人から伝え聞いた情報は鵜呑みにせず、もう一度カルテを見て自分で確認する
・カルテを確認する時は先入観を持って見ないようにする。また、一部だけを見るのではなく、し っ
かり端から端まで確認する ・他科の患者でなれていない時は、いつも以上に集中して確認作業
を行なう 《所属リスクマネージャのコメント》 他の看護師と指示を話し、先入観を持ってしまうとな
かなか思い込みを断ち切れない。緊急入院時ほどカルテで指示を声に出しながら、きちんと確認
していく必要がある。

自分は遅刻してきて、導入にも時間がかかっていた。 また１０時の指示があり、他の看護師に清
潔ケアを手伝ってもらわなければならず慌てていた。 自分は慌てると次のようなことがある。 指
示や物品を忘れることがある。 確認がおろそかになる。 視野が狭くなる。 いろいろなことが一
度にあると、どれも中途半端になる。 このことから、確認がおろそか・中途半端になり、薬の残を
発見することができなった。 また、前勤務者と現勤務者とで行わなければならない、ベッドサイド
での呼吸器のモード・投与されている薬の確認を行っていなかった。そのため２本目のボトルがあ
ることをお互いに確認することができなかった。

《改善策》 自分は慌てると、上記のように確認がおろそか・中途半端になるため、慌てたときに同
じ失敗をしないために以下の対策を考えた。 メモを取り、何を行うのか、何を取りにいくのかを確
認し、一つ、一つ確認して行動し終わらせていく。 指示簿と、伝票を照らし合わせ、実施サインと、
印鑑の有無に間違いはないかを確認する・伝票と薬を照らし合わせるときは、残っている薬は印
鑑のある薬ではないか、伝票と残りの薬は正しいかを確認する・確認するときは、確認した薬とし
ていない薬が分かるように分別しながら行う・投与した薬は後回しにせず、そのときにフィリップス
に記入できるようにする。忙しいため、できないときは、それこそメモを取るなど、忘れないようにす
る。 まず自分が慌てると一つのことに集中してしまっていることを認識する。その上で、自分がし
ていることを行動に移す前に、患者様の状態や血圧のモニター、呼吸器の状態や呼吸器の設定
の確認、持続的に投与されている薬の残量などに異常はないか確認してから行動する。 いろい
ろしなければならないことがあり慌てるときは、そのとき一度にあれもこれも中途半端にやるので
はなく、何が優先的か考えて順序だてて行う。 また前勤務者、次勤務者とのベッドサイドでの確
認を相手が気付いていなくても、自分から声をかけて行うようにする。 《所属リスクマネージャのコ
メント》 基本をきちんと守って確認すれば問題ないと思います。確認の手順を一つずつ確実に行
うように指導します。また病棟内で決めた申し送り時に、必ず前勤務者と二人で確認するルールを
徹底させて行きます。
《改善策》 延食だと最初に気付いた時点ですぐ、延食を置いておく台へ食事を運ぶ。 食事運ぶ
際には誰の食事を持っていくのか口に出して言い、他の配膳担当者も「誰のものですね」と声に出
し確認し合う。 《所属リスクマネージャのコメント》 多忙の中ではどうしても「声を出して確認する」
事が少なくなってしまう。今回は「向こうに持っていきますね」だけで、「誰さんのですね」の確認が
落ちた。大変残念です。今後は、細やかな声かけに心がけていきたい。
《改善策》 薬の管理についての責任を明確にし、確実に確認していくようにする。 患者が高齢で
あることも考えて本人管理にせず、病棟管理にする。 薬の管理・確認を薬剤師に依頼する。(特
に薬が多い場合。) 《所属リスクマネージャのコメント》 入院前からの内服薬の確認は責任をもっ
て行なうように指導。特に散剤であり、不明確なまま業務を中途半端に行なっていたのがいけな
い。

《内容》 患者は処置のため延食が必要であった。延食のために、給食室から届いた食事を配膳
せず、給食室からの台車に乗せたままにしていた。しかし、他の場所に移して取り置きしておくこと
を忘れたため、食事時間が終了し、食事は台車に入ったまま給食室に下げられてしまった。 《発
見経緯》 患者にわたす食事がなかったため

配膳を担当したのは４人いたが、４人とも延食だと知っていたため、誰となくまかせきりになってし
まった。 最初に延食だと気づいた者が、その時点で取り置くことをしていれば良かった。 最初に
気づいた者は配膳を最後まで担当せず、途中で別の仕事に移った。最後まで配膳した者の中の１
人が、食事をひとつ「向こうへ持っていきます」と言って運んでくれたが、別の患者の食事だった。
しかし、その場にいた２人は延食の患者のものだと思い込んでしまった。
《内容》 肝障害で入院されたため、持参薬が部分的に中止された。看護師が内容を確認し、薬袋 確認した看護師と本人へ説明した看護師が別であったために、確認がおろそかになってしまった。
に薬名を記入した。その後、別の看護師が本人管理の薬にするため薬袋を確認し、続行の薬を内 また、散剤であったため確認が不十分であった。
服してもらうように説明し本人へ渡した。この時、中の処方も確認したが間違いの薬は散剤であっ
たため、確認間違いに気づかずに渡してしまった。 後日、内服の確認を別の看護師が行なった。
中止薬が別(続行薬)の薬袋に入っており、それを内服していることを発見し、すぐに中止していた
だいた。 《発見経緯》 内服の確認を行い、中止薬を内服していることを発見した。
《内容》 観察室に収容していたが、一人でベットサイドにある尿器に排泄しようとし、転倒してしま 転倒などの危険性があり、観察室で収容し患者様の看護にあたっており、０時過ぎから０時３０分 《改善策》 観察室に収容しなければならない患者さまであると判断し看護にあたっていたほどの
う。 《発見経緯》 観察室から物音がしたため訪室したところ、転倒している患者を発見する。
までの最終確認時はいびきをかいて入眠されていた。 しかし、深夜勤務者への引継ぎ後、勤務 対象者なので、観察を怠らない。 特に、今回のように引継ぎの際、視線が行き届きにくくなるた
終了までの間の観察を怠ってしまった。
め、心電図モニターを装着するなどし、患者様が一人で行動していることに気づけるよう配慮する
必要がある。 《所属リスクマネージャのコメント》 看護師の身近に患者を連れてきても、近くにい
ることといつも視野に入れて観察しているのは違う。観察を行なっているつもり、しかし実際はされ
ていない、ということがないようにしたい。家族の協力も必要だが、家族のいない患者はどうなるの
か？ やはり看護師の観察努力か？
《内容》 救急外来にて胸部ポータブル撮影後、画像読み込み時に患者氏名を間違えて入力して 氏名入力時、ＰＨＳにて他患者の撮影依頼の連絡を受けながら入力したため、混同して入力して 《改善策》 マニュアルを遵守し撮影時、写真提出時の氏名確認を徹底する。 《所属リスクマネー
しまい、写真提出時にも写真上にて名前の確認を十分せず、そのまま救急外来へ提出してしまっ しまった。 写真提出時には同時間帯に胸部写真はこの患者のものしかなく、十分に写真上で氏 ジャのコメント》 この場合、オーダリングによるものか、ＩＤカードを使用したのか、照射録の手書き
た。 《発見経緯》 外来受診時に写真確認にて発見
名の確認をせずに提出してしまった。
なのか、分からないので一般論を言えば提出前には写真上の名前を確認することが基本です。
《内容》 救急外来より依頼書とともに血液・尿の検体が提出された。指示どおりに検査項目を入 ・単純な確認作業を怠った。 ・伝票依頼とオーダー依頼検査が同時に提出され、さらに依頼書の
力し、バーコードラベルを発行した。検体にラベルを貼り検査を実施したが、血液検体と尿検体は 指示と提出された検体が合っていたため、同一人物の検体との思い込みが生じた。
別人であり尿検体にはすでに別の患者のバーコードが貼られていたが気が付かなかった。 報告
後に看護師より指摘を受けて間違いが発覚した。通常、検体にバーコードラベルを貼る時に患者
の名前を確認するが、今回それを怠ってしまった。 《発見経緯》 救急外来看護師から指摘を受
けた。

《改善策》 伝票依頼とオーダー依頼検査では受付時の検体の取り扱いが異なるため、今後でき
るだけ早い時期にオーダー依頼に統一することが望ましいと思われる。 しかし今回のケースは名
前の確認さえしていれば防げた事例であった。 《所属リスクマネージャのコメント》 検体の確認
作業を怠った単純かつ危険なミスである。 現在救急外来からの検査依頼は、ほとんどがオー
ダーになってきているが、稀に伝票依頼（三次救急以外）も依然として残っている。また、先に伝票
にチェックを入れて、検体は後から提出する。というような運用があるため、今回のように偶然伝票
依頼項目と検体の数が合致してしまいミスの起こる可能性がある。 １１日から、完全オーダー化
が始まるので、このようなミスはなくなると思われるが、三次救急の場合は伝票で依頼される可能
性もあるので確認作業は確実に行わなければならないことは言うまでもない。
《内容》 胸部ポータブルで撮影登録時にＡＰの所、誤ってＰＡで登録し、そのままの写真が病棟に 登録時、ＱＡ待ちからの再配送時、出力後のワークシートとの確認時と何度も間違いに気付く機会 《改善策》 今回は個人的な思い込みにより発生した事項で、単調な流れ作業の中でも確認を怠ら
上がってしまった。次の日病棟からの指摘により発覚した。 《発見経緯》 病棟からの指摘によっ があったにも関わらず起きてしまった。 繰り返し同じ流れの作業が続いていた事もあり、思い込 ないようにするしかないと考えます。 《所属リスクマネージャのコメント》 ＣＲ画面における画像確
て発覚。
みによるものが原因であったと思う。
認時とプリントアウトされた写真で、心臓の位置などを基準にＡＰ、ＰＡの確認を行なってください。
《内容》 緊急入院の患者様が外来より病棟へ上がってきた。外来看護師より病棟看護師へ申し オーダーの「外来注射」という記載を見落としていた。 何人もの看護師が関わっており、申し送り
送りがされた。その申し送り時に、外来でグリセオールを使用したことは伝えられていた。その後、 内容の伝達が不十分であった。 外来で指示を出した医師から看護師への連絡がなかった。 医
申し送りを受けた看護師とは別の看護師がアナムネ聴取に行った。 数時間後、病棟に注射指示 師が外来で施行済みの注射薬のオーダーシールと注射指示表を病棟のプリンターで再発行し
表とオーダーシールが出ていることに気づく。またエアシューターで指示簿が送られてきた。医師 た。
からの連絡は何もなかった。指示簿の記入事項について不明な点を医師に電話で確認したが、注
射薬については聞かなかった。 外来カルテと入院カルテとで施行している点滴や処置を確認し、
注射指示表を見て点滴の準備をした。アナムネ聴取をした看護師に出た指示を伝え、病棟ストック
から使用し点滴を施行した。 《発見経緯》 病棟ストックから使用していた注射薬が薬局から上
がってこないため、再度オーダーを確認。外来オーダーであったため外来に確認したところ、外来
ですでに施行済みであった注射薬を、入院後に再び施行してしまったことがわかった。
《内容》 経管栄養施行中、ＮーＧチューブを１５ｃｍほど抜いていた。 《発見経緯》 他看護師が 意識障害のある患者で、フドウ手袋は必須と申し送りで聞いていた。家族不在となるため、フドウ
たまたま側を通りがかった。
手袋装着し詰所へ移動した。日中車椅子に乗車していた為、患者の疲労感強く、ベッド上に横に
なるとすぐに眠っていたが、ギャッジアップをし体位を整えベッド上で経管栄養を実施していた。
経管栄養を流し始めてからは側を通るたびに患者の様子を確認し、頻回に観察はしていた。ベッ
ドは柱の陰にあり、ベッドに背を向けた体勢でリーダー看護師へ報告中、側を通った他看護師に
より、フドウ手袋を外して起き上がり柵の間から足を下ろし、１５ｃｍ程ＮーＧチューブを抜いた状態
になっているところを発見される。 経管栄養はあと５ー１０ｍｌで終わるところであった。発生数分
前には別スタッフが看護師のフドウ手袋をしている姿を確認していた。
16

《改善策》 医師は外来で施行済みの注射オーダーを病棟に再発行しない。 医師は緊急入院の
患者の指示内容を直接病棟に伝える。 外来から申し送りを受けた看護師は、その後責任を持っ
て患者を受け持ち、アナムネ聴取、指示を施行する。 できなければ、チームリーダーまたは他の
手の空いている看護師に依頼する。 《所属リスクマネージャのコメント》 緊急入院の場合、医師
から直接、リーダーや受け持ちに確認の電話をいれるように医師に徹底していただくように厳しく
依頼した。また、業務が煩雑で複数の看護師がたずさわらないように、カンファレンスで話し合い、
チームプレイの連携方法について確認しあう。責任ある業務ができるように改善策をたてる。

《改善策》 患者が入眠中であったため、フドウ手袋のみの対策で安心していた。 抑制具も併用
すべきであった。 目を離すことに危険のある患者は、死角に入れない。常に視野に入れて行動
する。 《所属リスクマネージャのコメント》 それぞれの予防用具を適切に正しく使用しなくては意
味がない。使用しているから安心ではなく、本当に安全かを常に確認しながら使用するよう指導し
ました。
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具体的内容
背景・要因
《内容》 経鼻２Ｌ投与中、バイタルサイン安定している心不全の患者様が便意を訴えられた。前勤 ・病棟患者ワークシートの安静度の欄は、看護師が指示簿または医師の指示のもと入力する内
務者から安静度はポータブルトイレまでと口頭で申し送られ、病棟患者ワークシートの安静度欄に 容であり、記入間違いが発生する可能性がある。その認識が甘かった。 ・私自身はポータブルト
もポータブルトイレとの入力がされていた。また、ＣＣＵに余分なポータブルトイレがなかったため、 イレでの排便は可能だとアセスメントしていたが、同勤務者の先輩看護師は不可能と判断してい
他病棟へその患者のポータブルトイレを借りにいくことになっていた。 便意の訴えがあった時に ることから、アセスメントが軽率であった。また便意であり、「我慢させてはならない。」との意識が
指示簿で安静度の確認を行い、床上安静までであることを見たが、「変更になったか、または間違 働き、確認をとろうという意識よりも優先してしまった。 ・前勤務帯は忙しかった。忙しい時はミス
いであろう」と上記の思い込みがあること、心不全は改善傾向でポータブルトイレでの排便は可能 が発生しやすいことの認識がまだ甘い。そのため口頭の申し送りと指示簿の違いがあった時に確
であると判断したこと、患者から「トイレに移してください。」と言われたことから、自己判断しポータ 認をとることができなかった。 ・指示簿が正式な医師の指示であることの認識が浅い。
ブルトイレ移送を介助した。 患者のバイタルサインに異常はなかった。 《発見経緯》 安静度が
本来は床上までの患者であったが、排便時はポータブルトイレ可と前勤務帯から口頭で申し送り
があり、指示簿上は床上安静であったが、ポータブルトイレまではいいと思い込んだ。 ポータブル
トイレ移動後、同勤務者が指示簿上は床上安静の指示であるため医師へ確認をとった方がいいと
助言をもらい、医師に確認をとった。医師は床上安静までの指示を出したとのことだった。 患者の
バイタルサインの変動は見られず、ポータブルトイレまで安静度は許可が出た。
《内容》 血液センターから納入された血液製剤十数バッグにグレイマーク（Ｘ線照射量により変色 通常、血液製剤をＸ線照射装置に投入する前、照射後情報システムへの実施入力時、救急薬局
するマーカー）を貼付してＸ線照射を実施したが、その内にＭＡＰ製剤１バッグに照射済みの証明 への返却時にグレイマークの貼付確認を実施している。発生時の状況は、納入されたＭＡＰ製剤
であるグレイマークの欠落が翌日に発見された。その製剤は、恐らくグレイマークを貼付せずに照 から不規則性抗体保有者への適合製剤の検索・Ｘ線照射・急ぎの交差試験を並行していた。当時
射装置に投入したものと思われる。 《発見経緯》 照射済みの証明であるグレイマークが未貼付 も通常通り、確認作業を実施した記憶があるが、あまりにも慌しく業務を行っていたため、確認が
の院内Ｘ照射血液（ＭＡＰ）製剤が交差試験の依頼時に発見された。
おろそかになったと思われる。 極僅かの可能性であるが、グレイマークの貼付が確実になされて
いなかったために、血液製剤が薬局と検査を行き来する間にグレイマークが欠落した可能性も考
えられる。

《内容》 献腎移植５日目の患者。時間薬は、免疫抑制剤であるネオーラルとセルセプトを７時、１
９時の１日２回、マーロックスを６時、１０時、１５時、２１時の１日４回内服している。これらの薬は
配薬袋に時間毎に入れ、看護師が管理していた。 深夜の受け持ち看護師であった私が６時に
マーロックス、７時にネオーラルを配薬したが、セルセプトの配薬をしていなかった。準夜の受け持
ち看護師が勤務開始時に１９時の薬を確認したところ、７時のセルセプトが配薬袋に残っているの
を発見し、医師に報告。７時のセルセプトは内服せず、１９時にネオーラルとセルセプトを内服（内
服量の変更はなし）との指示あり、１９時の各薬剤を内服していただいた。 《発見経緯》 準夜看
護師が勤務開始時に夕分の薬を確認したところ、朝分のセルセプトが残っているのを発見した。

・配薬後に配薬袋の中身の確認、詰所に戻ったときに配薬忘れがないか確認が不十分であった。
・２種類の薬のうち、セルセプトよりもネオーラルの意識が強く、ネオーラルを配薬したことで、２種
類とも配薬したという思い込みがあった。 ・自分の行動計画に２種類とも記入があったが、施行
後の消し込みが無かった。 ・同時間に他患者の配薬、点滴交換など業務が重なり、焦っていた。
・ワゴンの上が採血や配薬袋、注射指示票、メモ等、整理されていなかったため、また、未配薬の
ものと配薬済みの薬を区別していなかったため、薬が残っていることが発見されにくい状態であっ
た。

《内容》 元々、杖歩行をおこなっていた。今回の入院で下肢の筋力低下が著しく、歩行器を使用し ・転倒・転落アセスメントスコア９点、危険度？の患者であった。 ・患者は動くときはナースコール
棟内の歩行練習を行っていた。日中は床上で過ごされており、トイレ等の移動時は常にナース
で知らせてくれていたため、一人で動くと思っていなかった。 ・歩行器がベッドの側に置いてあっ
コールで知らせることができ、看護師の見守りで行っていた。 しかし６時頃に物音がし、他のス
た。 ・部屋に床に敷くマット・ベッド柵を固定するための抑制帯がおいてあったが、使用していな
タッフが訪室すると患者が冷蔵庫の前で仰向けで倒れていた。患者は冷蔵庫の中のお菓子を取 かった。 ・患者を受け持ったことがなく、患者の理解度やＡＤＬの状況を十分に把握できていな
ろうとし転倒。腰部を打撲したとのことだったが、痛みはなく外傷もなし。バイタルサインも変動無 かった。 ・朝、巡回をはじめたばかりで忙しい時間帯であった。 ・朝方、空腹のため、看護師に
く、医師に報告し経過観察となった。 《発見経緯》 物音がし、訪室したため。
内緒で間食をしようとした。

改善策
《改善策》 ・心疾患患者様の排便介助は慎重にかつ適切な介助が必要である。初めてのポータ
ブルトイレへの介助、患者の病態から予測される事を確実にアセスメントできるように日頃から自
分の意見、振り返りを行う。受け持ち患者でなく、また初めての患者である時は、必ず受け持ち看
護師と意見交換するようにして、自己の判断に間違いがないかも意識し行っていく。 ・指示簿が
正式な指示であることを念頭に入れ、何事も指示簿と相違がある時は、必ず医師または同勤務看
護師と確認をし合うことを徹底する。 ・思い込みをしやすい傾向があることを再認識し、確認した
ことと違いがある時は必ず行動に移す前に他者に確認をとることを徹底する。 《所属リスクマ
ネージャのコメント》 指示の確認は、必ず指示簿にて行なうという原則を徹底指導していきます。

《改善策》 今後、私自身としてのグレイマークの貼付確認を指差しよる確認作業に変更する。 輸
血製剤における各種の確認チェックは、救急薬局の薬剤師・輸血検査の技師の両者がそれぞれ
実施することになっている。今回の事例において、検査でのグレイマークの未貼付は、返却時に薬
剤師のチェックが確実になされていたら即刻発見できたと思われる。しかし、グレイマークを間違い
なく貼付することは、照射装置投入前の確認作業の徹底が大前提である。また、血液製剤からの
グレイマークの脱落を含め、グレイマークの未貼付製剤の取り扱いについての検討が必要と思わ
れた。 《所属リスクマネージャのコメント》 輸血パックの院内照射は、まだ血液センターが十分に
対応できていない時期に導入され現在に至っているが、現在では供給体制も整い、見直しの時期
に来ているのではないかと思われる。 コスト的には若干高価になるが、作業にかかる手間（人件
費）を考慮すれば大差はないと思われる。 ただし、新生児等へのパック使用時、照射後すぐに使
用したい場合などの問題は残る。
《改善策》 ・配薬前後は必ず指差し確認をする。また、配薬後は配薬袋が空であること、確実に内
服したことを確認する。 ・配薬時は患者様と共に内服薬を確認する。 ・カルテの施行印は内服し
たことを確認し、確実に押す。 ・実施後は行動計画の消し込みを行い、特に業務が重なっている
ときには一つ一つの業務が確実に実施したことを確認する。 ・ワゴンは未実施のものと実施済み
のものが分かるように、それぞれを別のカゴに入れる。 ・詰所に戻ったとき、業務の終わりに全て
の業務が終わっているかをもう一度確認する。 ・ネオーラルとセルセプトをホッチキスでとめ、両
方取り出せるようにしておく。 ・内服介助の必要な患者様と不必要な患者様を判断して配薬し、
同時刻に業務が重ならないように工夫する。 ・フリー業務の人に依頼できるものは依頼し、業務
を一人で抱え込まない。 《所属リスクマネージャのコメント》 上記のとおりです． 問題は，ワゴン
車の上一杯物を置きぐちゃぐちゃになっている．日ごろの環境整備がきちんとされていないと思わ
れます．基本的なことがされないとこのような結果になると考えられます．
《改善策》 ・危険度？以上の患者は常に転倒・転落の危険性を意識し、患者の観察・環境整備を
行う。 ・ＡＤＬが自立できていない患者の場合は、普段ナースコールで知らせてくれていても一人
で動いてしまう可能性を考え、転倒・転落の予防対策をとる。 ・高齢な患者・理解力の乏しい患者
には一人で動かないように何度も説明を行う。 ・一人で動いてしまう可能性を考え、歩行器を見
えない位置に置くようにする。 ・夜間は特に転倒・転落の可能性が高いため、ベッド柵の固定、床
にマットを敷く等の対策をとり、必要であれば離床センサーの使用を行う。 ・初めて受け持つ患者
である場合は患者の理解度やＡＤＬを十分に把握しにくいため、特に転倒・転落の危険性を意識
する。 ・転倒・転落の危険度の高い患者は常に見守りを行う。または頻回に訪室する。 ・内緒で
嗜好品を食べないように、あまり持ち込まないように家族に協力を得る。 《所属リスクマネージャ
のコメント》 自分で動けるようになってきた段階が、ナースコールをしてもらえなかったりと転倒の
危険性が高い。今回の情報を皆で共有し、注意していきたい。
《改善策》 少しでも危険と感じる患者には抑制をする。 または自分がその場所を離れる間だけ
でも抑制をしておくようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 判断が甘い。状況から判断し
て抑制は必要だし危険性は十分考えられる。ステーション管理でも常時管理できないので危険性
を考えた対応が必要。

《内容》 元々重度の痴呆、徘徊のある患者。今回脳梗塞のため入院していた。痴呆あるため、詰
所管理していた。本日より安静度Ｇーｕｐ９０度となり、フドー手袋＋上肢抑制していたが、入眠して
いたためフドー手袋のみにしていた。 自分のチームのラウンドに行き戻ってきたら、他のナース
に床に座っているところを発見された。本人いわく、「ちょっとどこかに行きたくて降りたの。どこもぶ
つけてない」と。外傷なし。バイタルサイン変化なし。当番医師に診察してもらい、様子見で、と。
《発見経緯》 詰所に戻ってきたナースが発見した。
《内容》 原疾患による頭痛があり、鎮痛剤を内服しようとして床頭台にある本人管理の薬を取ろう
とし、ベッドより転落したらしい。どのように転落したかは分からないが、足元には布団が絡まって
おり、仰向けの状態であった。頭部打撲ははっきりしないが、焦点も合わず返答もはっきりしてい
なかった。 ＣＴ撮影するが異常なく、症状安静とし経過観察とした。 《発見経緯》 物音に同室の
患者が気づき、目を覚ました。そこで患者が倒れているのを発見し、詰所に知らせにきた。部屋に
行ってみると仰向けになってベッドの下にいるのを発見した。
《内容》 現在、システムの不具合により、生化学検査の結果が分析機から病院のホストコン
ピュータに転送できないことが時々ある。 今回その現象が起こったため結果を手入力したが、そ
の際に１項目入力を間違え、気が付かずに結果を報告してしまった。 《発見経緯》 検査システム
にて生化学検査結果の確認をしているときに、結果入力の誤りに気が付いた。

一時でも詰所に人がいなかった。

《内容》 現在点滴本体ＫＮ補液５００ｍｌが２０ｍｌ／ｈで入れている心筋梗塞の患者様。本日９：３０
検温時、一度クレンメを全開にし、２０ｍｌ／ｈに合わせ直した。その際、点滴は予定より１時間遅れ
であったため、リーダーに報告、相談し、早めることなくそのままの速さで落としていくこととなった。
３０分後に滴下速度を確認、その後１２：００の血糖測定時、１４：３０の検温時に滴下速度及び時
間どおり落ちていることを最終確認している。 １６：００、夕の抗生剤をつなげるため訪室すると、
点滴が２２：００のラインまで早落ちしてしまっているところ（１時間半の間に約１９０ｍｌの量の早落
ち）を発見、リーダー及び担当医師に報告する。発見時患者のＢｐ１６０／９４ｍｍＨｇ、自覚症状な
し、患者に大きな著変はみられなかった。そして、担当医師の口頭指示より同種類の点滴を２２：０
０まで２０ｍｌ／ｈでつなぎ、様子みることとなった。 《発見経緯》 抗生剤の点滴をつなぎに訪室し
た際、本体が早落ちしていることを発見することができた。
《内容》 個室のドアを開けると、入り口に患者が倒れていた。 《発見経緯》 部屋より声がしたた
め訪室し発見。

・滴下速度及び点滴刺入部、患者様の腕の状態の確認は適宜行なえていたが、クレンメを全開に 《改善策》 ・常に腕の角度によって、速度の変化がないか注意して見ていく。 ・勤務を交替、引継
し、滴下速度を合わせ直していくことを適宜行なえていなかった。
ぎをしてから一度クレンメを全開にし滴下を合わせたからといって、その後滴下速度のみ見ていく
のではなく、滴下は適宜クレンメを全開にして合わせ直していく。 ・訪室した際点滴は必ず見るよ
うにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 改善策にもあるが、点滴刺入部が腕の角度で滴下
が変動しやすい場合は、クレンメを全開にして確認をするのを勤務帯一度で良いと判断するので
はなく、状況によって増やしていく必要がある。

原病の悪化に伴う頭痛があり、鎮痛剤を自己管理（すぐに内服できるよう少量のみ）していたた
め、床頭台にあったのをとって自力で飲もうとした。

《改善策》 特に夜間は見づらいため、必ずナースコールをしてもらう。 内服薬はナース管理とし、
その都度渡す。どうしてもという場合は、枕元においておく。 どこに患者が管理しているか把握
し、危険でないよう患者と話し合って置く場所を決める。 《所属リスクマネージャのコメント》 同
上。特にその都度与薬して服用させる。

数ヶ月前より、生化学検査においてシステムの不具合があり、分析機の結果がオンライン転送さ 《改善策》 システムの改修が終了すれば、今回のような事例は防止できると思われる。 しかし、
れないことがある。その場合結果をシステムに手入力している。情報部にて改修中。 複数の検体 システムの不具合はいつ起こるかわからないので、検査結果については常に確実な確認が必要
検査があり、早く結果を報告しようと焦る気持ちがあった。
である。 《所属リスクマネージャのコメント》 システム改修が終了し、その後不具合は起きていな
い。 ただし、いつ再発生するかわからないので検査結果確認は確実に行うよう注意する。

高齢であるが、痴呆はなし。しかし、危険度レベル？である事を考えると転倒予防が甘かったと言 《改善策》 ベッド柵を縛り倒れないようにする。 補助柵を使う。 夜間は観察室で観ていく。 《所
える。
属リスクマネージャのコメント》 家人の許可を得、夜間は本人が嫌がっても観察室管理とする約
束をし、予防対策とした。
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具体的内容
《内容》 抗生剤点滴を側管から接続開始し、終了時間になったため訪室したところ、三方活栓と
の接続部から取れており点滴の液が床に流れていた。 《発見経緯》 抗生剤点滴を開始し、終了
時間に訪室したところ、三方活栓との接続部から取れており、点滴の液が床に流れていたところを
発見した。
《内容》 抗生剤投与する前に、指示簿と伝票の確認をしてから薬剤を詰め、巡視時に側管より投
与開始した。巡視から戻ってすぐに指示簿に施行印を押印しようとした際、０入力になっていること
に気づき、すぐに投与中止した。 《発見経緯》 巡視時抗生剤を側管につないだが、カルテに施
行印を押印する際、０入力になっていることに気づき、すぐに投与を中止した。
《内容》 採血が指示量採取出来なかったため、スピッツを交換し再度採血をさせていただいた。
交換したスピッツにラベルを貼らず、また名前の記入をし忘れ、誰の検体か不明な状態であった。
その検体を誤って、他患者様の検体と一緒にして提出してしまった。 後で、ラベルを再発行する
つもりであったが忘れてしまい、また、採取した検体を採取一覧表と照写し確認することをし忘れ、
他患者様の検体と一緒になっていることにも気づくことが出来なかった。 《発見経緯》 検査室の
職員が名前のない検体を発見し、病棟に連絡があった。
《内容》 採血スピッツへ血液を入れている途中で血液が入りづらくなり、そこで無理に押し込んで
しまったため、シリンジと針が外れてしまい血液が飛び散った。そのため血液量が不足し、再度採
血を行うこととなった。また、患者様の寝衣、カーテン、布団などを汚してしまい交換することとなっ
た。 《発見経緯》 採血時に発生している

《内容》 採血ラベルを他の患者の採血ラベルと間違えて採血管に張り、検査に提出。 《発見経
緯》 検査結果が出てこなかった。
305

《内容》 採血終了後、採尿に関する注意事項を説明する際、患者様が再度椅子に腰掛けようとし
た時に腰掛けようとする位置に椅子が無かった。 《発見経緯》 その場で業務中（採血中）であっ
た。
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《内容》 在胎週数２２週５日 ５３６ｇで出生。修正在胎週数３１週３日。日齢６１、体重７６５ｇ。Ｎー
ＤＰＡＰ管理中。 患児の体重をクベースの中で釣り測りで測定。シーツ交換後、釣り測りからハン
モックと患児を降ろすとき、ハンモックの持ち手二本のうちの一本がはずれ児が転落。７、８ｃｍほ
どの高さからハンモックからすべり落ち、殿部から着地し側臥位の体制となった。 当直医により診
察、頭部エコーを実施。頭部の出血はなく、四肢の動きも問題なく活気あり。外傷もなく、呼吸・循
環も落ち着いている。 《発見経緯》 患児のケアを行っていたため。

・今回使用したハンモックの持ち手部分は布のものであり、釣り測りからハンモックをはずす時、二
本の持ち手を親指と示指で握るように持たなければいけないところ、つまむように持った。そのた
め指の間を片方の持ち手がすり抜けたと考える。 ・また、片方の手でハンモックを持ち、もう片方
の手は頭部側よりに支えていたため身体全体を支えられなかった。 ・他のスタッフに話しかけら
れ、その方に顔を向けつつハンモックを降ろしたため、児の体制が不安定になったことに気づけな
かった。 ・今回クベース内での転落であり、また自分自身が転落についての認識が薄かったた
め、報告がおくれた。そのため児の診察が遅れた。

《内容》 酸化マグネシウム ３ｇ、パントシン １ｇ 分３毎食後 の処方のところ予製品の パントシ
ン ３ｇ、酸化マグネシウム １ｇ 分３毎食後 と思い込みを調剤してしまった。 監査後、病棟に払
出され、患者様は１包服用された。 １５時３０分頃、散剤担当薬剤師が分包されたが処方箋が見
つからない散剤の行方を探したところ、予製品で調剤され払い出された事が判明。 外科担当薬
剤師より処方医へ上記事情を説明し、処方が パントシン ３ｇ、酸化マグネシウム １ｇ 分３毎食
後 へ変更となった。 《発見経緯》 薬剤部の散剤担当者が１５時３０分頃に平行調剤していた散
剤が残っているのを不信に思い探したところ、散剤予製品で調剤して監査、払出しされたことが判
明した。
《内容》 指示で（ツインライン＋胆汁＋膵液）となっていたのを、自分で情報収集した際、（胆汁＋
ツインライン）と思い込んでしまい、朝の排液をあける時、膵液を回収せずに破棄してしまった。
そのため、○／２９日の経腸栄養に膵液を入れることが出来ない状態となってしまった。 《発見経
緯》 患者様の指示（経腸栄養剤＋胆汁＋膵液）を経腸栄養で流す指示に対して、朝の排液を空
ける際、膵液を破棄してしまい、リーダーに指摘されるまで指示を（経管栄養剤＋胆汁）と思い込
んでいた。
《内容》 指示変更があり、点滴本体内に入る予定であったガスターが中止になっていたが、指示
変更が確認不十分であった為、変更前の指示どおり点内にガスター1Ａを入れてしまいそのまま施
行した。 《発見経緯》 勤務最終に、注射指示簿に施行印を押す際、指示が変更になっている事
に気がついた為。

パントシン：酸化マグネシウムの混合は汎用されているため、３：１と２：１の予製品を作成してい
る。今回は酸化マグネシウム：パントシンの３：１で、思い込んで調剤をしてしまった。 また、注意
力散漫であった。

《内容》 指示変更になったにもかかわらず、変更する前のオーダーの点滴をおとしてしまった。
《発見経緯》 指示簿の見直しをしたため。
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背景・要因
改善策
三方活栓の接続部が、セイフＡプラグとセイフＣカニューラとの接続を、しっかり確認できていな
《改善策》 点滴を接続する際、しっかり接続できたか確認をする。 点滴開始してから、適宜患者
かった事が考えられる。 また、患者様は点滴側の上肢を良く動かしていたために、更に接続部が 様の状態を観察しに訪室する。 《所属リスクマネージャのコメント》 末梢の点滴において、体動
緩み外れてしまったとも思われる。
によるはずれやもれが最も重視するべき事である。動きによるトラブルが考えられる時は、接続部
をテープで必ず固定する事とした。
確認時注意不足から見落としてしまった。 前日より抗生剤投与を開始した患者で、準夜勤務者よ 《改善策》 確認時は、ひとつひとつの項目を追いながら確認する。 指示変更があったときの内容
り抗生剤が「追加になった」と申し送られたため思い込みがあった。 また、指示簿が指示変更後 の確認は、前勤務者と一緒に行っていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 申し送りの不確実
に再発行した注射指示表に差し替えてあったため、薬剤が羅列されており変更がわかりにくかっ さと思い込み、確認不足が重なって起きてしまった。患者様には１０分分ほどの抗生剤が入ってし
た。
まった。思い込むと何度見直ししても見えないことがあるので、思い込まずにチェックしてもらいた
い。
原因として、交換したスピッツにラベルを貼らず、一時的にも名前を記入せず、誰の検体か不明な 《改善策》 採血スピッツにはラベルを貼り、又は一時的に名前を記入し名前のない状態にはしな
状態にしてしまったことである。また、再度採血する際に名前を確認しなかったことも原因である。 いこと。 採取する際、名前の確認を必ず行うこと。 検体を採取する前には、採取一覧表と検体
検体を提出する前に、採取一覧表と検体とを確認し忘れたことも原因である。 基本的な採血をす を必ず照写し確認すること。 採取した検体は、患者のベッドサイドで輪ゴムでまとめ、区別してト
る際に名前を確認し忘れ、原因によって他患者様と一緒になっていることに気づくことが出来な
レイに入れるようにすること。 気持ちに余裕をもって取りかかること。 《所属リスクマネージャのコ
かった。 状況の原因として、採取した検体を入れておくトレイの中がまとまっておらず、区別がし メント》 全く基本的なことがされていなくて、検体を提出し、検査室から確認がきました（名前なし
にくい状態であったことも原因として考えられる。 他にするべきことがあり、名前を書くという作業 の検体が来た）。当たり前のことをしないと、患者はもちろん多くの人に迷惑をかけることも知って
を忘れてしまう程焦っていた、という精神状態も原因である。
ほしいです。
血液が入りづらくなったところで針先の血液のつまりを予測できず、押し込んでしまった。 ５ｃｃ採 《改善策》 シリンジがスピッツに入りづらくなったらつまりを予測し、無理に押し込まず、針を交換
血するのに時間がかかってしまった。
しシリンジ内で血液が凝固していないか確認し再びスピッツへ入れていく。 採血手技の練習を行
い、スムーズに実施できるように技術向上をはかる。 真空管採血を活用していく 途中で採血に
時間が掛かってしまうと思った時には、シリンジ内で血液が凝固する恐れがあることを患者に説明
し再度さしなおしを行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 入るべきものが入らないということが
生じたらおかしいと思い、そこでスピッツに限らず動作をストップするのが普通のことだと思うが、そ
こが若い人は感覚神経が違うのかなあ。上記のことを指導しました。とかく物理てきなことに関して
は、とにかく強引無理にものごと進めないことを。
ラベル発行プリンターから出力されたラベルが放置されたままになっている。 診察室からの出力 《改善策》 ラベル確認の徹底。 救外混雑時には特に気をつける。 《所属リスクマネージャのコメ
が全てナースステーションに設置されているラベル発行プリンターに集約されている。
ント》 提出検体取り違えの１例。 いくつかの作業を並行して行う救急外来では起こりがちで、今
までも起きている事例である。 特に、繁忙期、相対的に人員不足の際には、その状況が起こり易
い状況と考えられる。 確認作業が指示出し時、検査時、検体提出時と何回か、行われるべきで
ある。 しつこいまでの確認作業が、安全な医療環境を保持する要因と考える。
直接的な要因は、採血する者の患者への配慮不足が考えられるが、採血をする設備についても 《改善策》 報告のみで何もしていない。 《所属リスクマネージャのコメント》 採血室のイスは、採
一考する必要があるのではないか。 採血用の椅子はお年寄りには少し高すぎるし、キャスターも 血室改装に合わせて更新した。 以前は、キャスターの無い物を使用していたが、採血跡を押えて
軽いため移動しやすい。
立ち上がろうとした時にイスが動かず転倒したというインシデントがあったため、今回は座る、立つ
という動作の邪魔にならないようにキャスター付の物にした。 どちらも一長一短があり苦慮してい
るが、当面、技師の配慮で対応したいと思う。 「イスを固定して、採血台を動くようにしてはどう
か」というような意見も出ているので、他施設の対応等も参考にし、検討していきたいと思う。

《内容》 歯磨きをしようとコップと歯ブラシを持ち、ベットサイドから離れ歩き出したところ、床頭台
からのコードに足をとられ転倒した。 《発見経緯》 本人がナースコールで知らせてきた。

《改善策》 ・釣り測りでの体重測定時、ハンモックの持ち手は握って持つ。 ・児の乗ったハンモッ
クを動かすときはハンモックの下から添える手は必ず身体全体を支える。 ・しっかりベッド上に降
りるまで目をそらさない。 ・児に影響を及ぼすと思われることがあったときは必ず責任者・リー
ダーに報告する。そして迅速に対応する。 ・日頃からインシデント・アクシデントに関る事柄につい
て情報収集し、自分の認識を高める。 《所属リスクマネージャのコメント》 抜管後の患児は看護
師１人で体重測定を施行する。今回は支え方に問題があったこと、また、報告の遅れなどの問題
があった。過去に同じ事例報告はなく、７００ｇの患児が８ｃｍ高さから転落するのは合併症の発生
の可能性も高い。今回は問題なく経過していますが、注意して対応していきます。
《改善策》 思い込みの調剤は行わず、処方に集中して調剤を行っていきたい。 予製品は処方箋
上に「＜」の記号が印刷されるシステムであるので、今後は記号の確認も徹底して行うことを実行
したい。 《所属リスクマネージャのコメント》 パントシン：酸化マグネシウム(３：１と２：１)の予製品
については、赤マルを付ける等注意をする。

朝の情報収集のとき、慌てていたため、指示の内容を「ツインライン＋胆汁」と思い、そのまま胆汁 《改善策》 慌てて情報収集をしなくていいよう、もっとゆとりを持って出勤する。 情報を間違って
のみ回収して膵液を破棄してしまった。 また、朝の申し送りを終わった後に自分の情報に誤りが いないか、書き写した後に見直しをする。 《所属リスクマネージャのコメント》 早く出勤しても情報
無いかリーダーに確認する際、ちゃんと報告しなかったために起こってしまった。
の取り方を間違えていては同じ事。患者の全体像を把握できるようにベッドサイドへいって先輩に
確認するなど工夫が必要。
準夜勤務であった。その患者は昼より食事が開始となった。内服の処方は出ておらず、内服開始
の指示はなかった。食事開始により点滴本体内のガスター1Ａが中止となった。情報収集の際、す
でにその指示は変更になっており古い指示にはバツ印がうってあったが、点内ヒューマリンの内容
に気を取られ、変更後の指示確認が不十分となってしまった。 １８時頃より手術患者帰室や入
院、死亡退院と忙しく、その間に注射指示簿を見る機会があったが、指示変更に気付けなかった。
勤務終了近くに、注射施行印を押す際に指示変更とその内容に気付きすぐ医師へ報告。 本日１
本目の末梢点滴までは、点内にガスターが入ってもよいとの指示を頂いた。 ここ数日めまいがあ
り、体調が十分ではなくその事にも気をとられていた。
転入前の病棟で指示が変更になり、オーダーシールが貼ってあるにもかかわらず、日勤帯より申
し送られた一部の点滴変更の交換のことしか頭になく、本体の変更については「何かあるのかな」
くらいの認識しかもつことができず、変更前のオーダーでそのまま落としてしまった。 また、当患
者は本日転入された患者様で、本来入れるはずの点滴が転入する前の病棟にまだ置いてあり、
変更後の伝票が手元になかった。

《改善策》 ・指示変更時は、特に細心の注意を払い指示内容を確認する。 ・忙しい時でも、思い
込みする事なく十分に確認を行なう。 ・ヒューマリンなどの重要な薬剤が入る場合も、そちらばか
りにきを取られないように確認を徹底する。 ・体調不良で精神的な不安がないように、体調管理
を十分におこなう。 《所属リスクマネージャのコメント》 指示変更は日勤でされていた。 変更の
指示受けは日勤であるため、注射トレイから返品用に抜いておく。更に注射処方箋も返品中止と
すべきであり、それは指示を受けた者の役割である。
《改善策》 指示簿と伝票を確認するとき、いつもと同じ点滴だと思い込んでしまっているところがあ
るため、しっかりと指示簿を確かめ、変更になっている可能性があるということを忘れずに照らし合
わせていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 確認不足もあるが、転入患者ということで薬剤が
準夜の時点で届いてなかったことも原因。こちらも申し送りを受けた時点で確認しているが、あとで
届いているか再度確認することが必要であった。転出させた病棟も責任持って届けてもらいたい。
また、指示を変更した時点で古い指示に斜線を引くなど院内基準が必要なのでしょうか？

通常コード類が床頭台の裏から出ていることはないが、スペース的に余裕のある場所で消頭台自 《改善策》 床頭台裏にコードをしまう。 《所属リスクマネージャのコメント》 テレビのコードが長く、
体がベットサイドに近づいており、容易にコードがでたのではないか。
束ねてあったものがゆるみ危険な状況となっていた。邪魔にならないようコードを整理しました。他
の部屋でも同じ危険性があるため点検し、今後掃除や環境整備時に注意してみていくようスタッフ
に指導していきます。
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具体的内容
《内容》 時間２０ｃｃで持続点滴する低分子デキストランを輸液ポンプについないでいたが、１３時
から１４時頃より電源が入っておらず、発見した２０時４５分の間まで滴下していなかった。患者の
状態に変化なし。医師報告し、指示にて速度を速めて滴下することとなった。 《発見経緯》 次の
勤務者が点滴滴下を確認し、輸液残量が時間とあっていないことに気がつく。
《内容》 次の日の薬剤を一緒に混注してしまった。 《発見経緯》 薬剤の保管場所が違っていて
何かがおかしいと思っていながら話し掛けられた為、話しながら注射伝票を確認し集中していな
かった。実際、混注した直後に確認しようと思っていたことを思い出し、再確認したところ、間違い
に気が付いた。

背景・要因
輸液ポンプの電源の入れ忘れ、本体を交換時オフとしてそのまま忘れた。 準夜で気づいた。観
察が不十分であったため発見時間が遅れた。 他のことに気をとられていた。振り返る余裕がな
い。

準夜勤務交替直後であり、１７時２５分のオペ患者チェック時間の前に出発の準備しようと点滴を
つめていた。時間に差し迫り慌てていた。薬剤を冷蔵庫より出した際に次の日の薬剤が出ていな
いことと、ウテメリンが２アンプルだったのでおかしいと思って確認をしようと思っていた。 確認を
する際に申し送りの不足分を話し掛けられ、点滴に集中しないまま流れ作業的に確認をしたつも
りになり、薬剤を２アンプル全部混注してしまった。
《内容》 主治医からレントゲンを「とっといて」という指示をクラークが受け、レントゲンを撮りに行っ 今回の検査は当科においては、頻繁に行われている検査で、指示入力もスタッフの手によって入
てと解釈した。主治医は外来診療後、手術を控えており予約の時間に患者が来院されないため、 力されたことで、間違いに気づかなかった。
来院されたら、もう１人の外来担当医に診療を依頼した。指示を受けたスタッフも別のスタッフに申
し送りをして食事に入った。 そのあとで患者が来院され、検尿とレントゲンを撮りに行っていただく
よう申し送りを受けたスタッフが説明した。患者が来院された旨、外来担当医に報告。そこで、カル
テを見るなり、レントゲンは要らないのではという指摘があり、放射線科へ検査の中止を連絡と同
時に主治医に確認。レントゲンは不要で今までのレントゲンを取り寄せてほしいとわかったが、す
でに撮り終わったあとであった。 《発見経緯》 主治医が本日診療できなかったため、代診を依頼
された医師からの指摘
《内容》 手術から帰る途中で点滴のルートがオペ台の角に引っかかり、そのままストレッチャ―が システム上は問題点はない。 個人の意識の問題。
動いたので点滴が引き抜けた。 《発見経緯》 末梢が抜けたから。

改善策
《改善策》 勤務開始時、点滴滴下速度、残量、輸液ポンプの作動状況を確実に観察する。 《所
属リスクマネージャのコメント》 ゆとりなく振り返ることさえ出来ない。一連の動作として身につい
ていない。
《改善策》 点滴の確認をする際は必ず専念をすること。 注射伝票と薬剤の確認には、実際に指
差し確認をしながら行う。 誰かが注射をつめているときは自分も話し掛けない。 《所属リスクマ
ネージャのコメント》 本人が提案している「改善策」を、カンファレンスでスタッフに徹底したいと思
います。 また、「簡潔明瞭な申し送り」（時間を取られすぎない）ことに努力し、「話し掛けない」（表
示など）環境整備を検討したいと思います。
《改善策》 口頭での指示は原則として受けない。 検査指示に関しては、医師からのカルテ指示、
入力をしてから受ける。 《所属リスクマネージャのコメント》 外来は患者が多く忙しく動いていると
きは、言葉が飛び交っている光景をよく目にするが患者への何らかの行為をするときは、必ず医
師からのカルテ指示を確実に確認し実施する習慣を身につけよう周知したい。科の改善策、原則
としては口頭指示は受けないを徹底する。やむをえない時は繰り返し確認してから実施する。 医
師の言った「レントゲンをとっといて」という意味は、「撮っといて」ではなく「レントゲンを取り寄せて
おいて」という意味であった。日本語は難しいです。

《改善策》 ストレッチャ―移乗時や移動中に周りを良く見る。 バルーンや点滴が引っかからない
ように気をつける。 《所属リスクマネージャのコメント》 移動時はルート、バルン、ドレーン等確認
することを徹底しましょう。
午前の業務が終わっておらず、急いで準備をしたことが原因だと思う。
《改善策》 今後は事前に薬剤名、指示量をしっかり確認し、落ち着いて準備をする。 《所属リスク
マネージャのコメント》 薬剤はまだ未処理の所にあったとのことですが、尚のこと自分が責任を
持って確認し、使用しなければいけないのに、また急いでいるときこそ確認が必要のはずです。急
いでいたからは理由になりません。
・ルートがたくさんあり、失見当がある患者にもかかわらずフドー手袋をしていなかった。 ・危険行 《改善策》 ・ＣＶラインやドレーンが留置されていて、少しでも失見当識がある患者は、看護師から
動（ルートを触るなど）がみられなかったため、フドー手袋をつけなくても大丈夫だと思った。 ・眠 目が離れる際は必ずフドー手袋を装着する。 ・失見当識のある患者は必ず誰かが観察するよう
剤を使用していた。 ・経管栄養が中止になっていたが、胃管カテーテルが挿入されていた。 ・隣 にする。 ・他の不穏患者を対応している時は他のスタッフに依頼しみてもらう。 ・必要のない
に不穏患者がおり気をとられていた。 ・失見当識があった。
ルートは医師に依頼し抜去してもらう。 ・胃管カテーテルの固定をしっかりおこなう。 《所属リスク
マネージャのコメント》 ＩＣＵから退室されて、失見当識のある状況で、不動手袋もなく対応してい
たことに、対応の甘さがある。改善策にもあるとおり、注意して対応するよう指導しました。
双子で同じ名字の児がおり、間違えやすい状況だった。 伝票を並べ替えた時点でＡ様？番ベ
《改善策》 伝票の名前と児のベッドネームを合わせて確認する。 施行の直前、直後に必ず名前
ビーをＡ様？番ベビーと思い込んでいた. 口頭で放射線技師に確認しただけで伝票の名前とベッ の指差し呼称確認をする。 多胎の児の患者間違いを防ぐ対策を今後検討していく。 《所属リス
ドネームを確認しなかった。
クマネージャのコメント》 誤認防止は確認方法の基準を守る事。技師と連携してお互いに自分が
確認していく習慣が必要です。 患児は自分で名乗る事は出来ないのでその点を踏まえ対応して
いく事が必要です。

《内容》 手術の前投薬で本来セニラン坐薬をいれるところ、間違えてアルピニー坐薬を入れてし
まった。 《発見経緯》 退院が決まりリーダーが残薬等の整理をしている時に前投薬のセニラン坐
薬がのこっており、アルピニー坐薬が減っていることに気が付いたため、間違えてアルピニーを入
れたことが発見された
《内容》 手術後１０日目で右胸腔ドレーン、ＣＶライン、マーゲンチューブ、バルーンカテーテルが
留置されている患者で、１７日にＩＣＵから病棟に転入となった。失見当があり、夜間眠れず２１時３
０分頃よりセレネース1Ａ、アキネトン1Ａ、生食１００ｍｌをｄｒｉｐし入眠を図った。 １８日の０時３０分
の巡視で本人は覚醒していたが、ルートを触るといった危険行動はみられておらずフドー手袋はし
ていなかった。１時の巡視で深夜看護師が胃管カテーテルを抜去されているのを発見した。 《発
見経緯》 深夜看護師が巡視したため
《内容》 出生体重２０００ｇ弱、日齢1の児。朝のレントゲンオーダーがある児が６人おり、ＮＣＵス
ペースから順番に伝票を並べる。 ＮＣＵスペースには双子のＡ様？番ベビーがおり、ＧＣＵスペー
スにはＡ様？番ベビーがいた。レントゲンオーダーはＡ様？番ベビーにのみ出ていた。順番に児の
名前を放射線技師と確認しながらレントゲン撮影の介助についていたが、Ａ様？番ベビーの伝票
をＮＣＵスペースでレントゲンがある児の間に入れていた。その為、レントゲンオーダーがあるのは
Ａ様？番ベビーだと思い込み、Ａ様？番ベビーの伝票でＡ様？番ベビーのレントゲン撮影をした。
レントゲンを撮影する前に放射線技師と児の名前の確認をしたが、放射線技師もＡ様？番ベビー
だと思い込み気づかなかった。レントゲンを撮影した後、放射線技師が伝票と児のベッドネームを
見た際、伝票と児が違うことに気づく。すぐに主治医に報告。Ａ様？番ベビーのレントゲンオーダー
を出し、２人ともレントゲン撮影する。 《発見経緯》 レントゲン撮影後、放射線技師が児のベッド
ネームを見た際オーダーとは違う児であることを発見する。
《内容》 出生体重約１８００ｇ・日令４日の低出生体重児。１０時の栄養準備のためクベース内の １時間前に体重測定をしたので、ルートを引っ張った可能性あり。 ルーチンどおりの固定では
《改善策》 今後、体重測定など処置後は必ずルート類の点検をする。 勤務交代時、ルート類の
患児を観察した所、末梢ルート内の脱血・血液によるシーツ汚染発見す。固定テープをはがしたと あったが、接続部のコネクトがゆるんでいた可能性あり。
確認をする。 《所属リスクマネージャのコメント》 ルート類は、常に外れる危険のある物として点
ころ、サーフローと延長チューブの接続部より血液流出していた。輸液と血液混じりのシーツ汚染
検を怠らない事が必要です。ゆるみが繰り返すようなら固定方法について再考必要か検討しま
６×４ｃｍあり。ただちに医師報告、様子みてよいとの事。固定のテープは深夜、点滴もれあり再固
す。
定済み。固定方法はルーチンどおり固定してあった。 《発見経緯》 ベットサイドにて、ミルク施行
時発見す。
《内容》 術後、ＫＮ３Ｂが投与されており、点内にインシュリンが３単位はいっていた。２８日分から 術直後の点滴本体の指示と次の日の指示が変わっていたことに気づかなかった。 カルテが手術 《改善策》 インシュリンの指示は必ず２人以上で見る。投与したあとも注射処方箋とカルテを見直
ソルデム３ＡＧに本体が変わっていたがそれに気づかず、またソルデム３ＡＧのインシュリンの指示 室にいっており、夜勤ででてきたときに情報がまったくとれなかった。 ２０時に帰室し、その前にも し、インシュリンの量ももう一度確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 決められたルール
も出ていなかったため、ＫＮ３Ｂの指示を見てインシュリンを入れてしまった。朝、医師に報告し、次 手術患者が帰ってきて間もなく、死亡患者もいたため仕事が遅れ焦っていた。 インシュリンの指 どおりになぜやらないのか。インシュリンの確認は複数でも実施後のカルテ確認も当然のことなの
からのソルデム３ＡＧには５単位入れるよう指示をもらった。 《発見経緯》 日勤が情報収集をして 示は２人で見るようにしているが、この患者の指示を見るときに手の空いているスタッフがいな
に省いてしまう、そのことがミスにつながるのは当然である。そのことがわかっていないのは指導
いて間違いを発見し、指摘してもらえた。
かったため１人で確認してしまった。
不足なのだろう、きっと。
《内容》 術後疼痛管理目的に硬膜外カテーテルから速度可変式持続注入バルーンにより、局所 今回設定後に「改めて確認した」記憶が無かった。 ＩＣＵの空調が通常は医療機器が多く熱がこも 《改善策》 医師個人での対応の不備を看護師の確認によりチェックできた。 臨床症状の観察は
麻酔薬が投与されていた。創痛の訴えがあり５ｍｌ／ｈから６ｍｌ／ｈに速度を上げたつもりで、４ｍｌ る為、この時期暖房にはならないが、何故か暖房に切り替わっており、疲れがたまった状態でのこ できていた。 当番や当直の間隔が少なくとも２日は空くよう科内でも無理をいって調節してもらっ
／ｈと設定してしまった。創痛の軽減もあり、そのままとした。看護師には６ｍｌ／ｈに増量したと伝 の熱さに長時間暴露されなければならないのはかなり辛かった。
ているが、この日は避けられなかった。 《所属リスクマネージャのコメント》 状況はどうであれ「確
えたが、実際の設定４ｍｌ／ｈと異なっており、その旨報告があったことより発覚した。 《発見経緯》
認」がされなかったことが一番の反省点。しかし「マンパワー」も有限。無理が少ないシステムが理
設定したと告げた投与速度と異なっていたため、看護師の確認により発見。
想ではあるが。
《内容》 処方内容はオイグルコン２．５ｍｇ ３錠／３であったが、実際に１．２５ｍｇのオイグルコン 薬局内では、規格違いの薬品がある場合には規格にしるしをつけ確認することを行っている。 今 《改善策》 丸付けを行っていたにもかかわらず、無意識に規格の違う薬剤を調剤していた。 調剤
を３錠／３で調剤してしまった。薬局内の約束事で規格違いがある薬剤には丸付けを行っていた 回、その約束を行っていたにもかかわらず、誤った規格の薬品を調剤した。 オイグルコン２．５ｍ 後の自己監査を怠ってしまったのが原因と考えられる。 今後、調剤後、自己監査を行う習慣をつ
が、実際に調剤は間違ってしまった。 《発見経緯》 病棟にて病棟薬剤師が内容を監査時に気づ ｇ ３錠／３を１．２５ｍｇ ３錠／３で調剤。病棟薬剤師による病棟での監査時に発見され、患者様 けていく。（怠っていたと思われる） 《所属リスクマネージャのコメント》 みなで話し合ったことが守
いた。
のもとには届かず。
られていない。丸付けも無意識に操作することの防止で決めたことである。本来の意味を理解して
ほしい。改めて指導していきたい。
《内容》 除々に安静度拡大中の患者で、２日前より棟フリーとなりトイレ歩行するようになってい 午後ラウンド時、患者が歩行中、患者の身体状態のみ確認し、滴下は仰臥位になって合わす必 《改善策》 時間でラウンドし、滴下を必ず確認する。 正しい姿勢（仰臥位、腕を伸ばす）での滴下
た。本体５％ブドウ糖２０ｍｌにて末梢確保し、ＣＲＰ高値のため朝メロペンを点滴している。 １０時 要があったため、後回しにし滴下の確認をしなかった。
合わせ。 安静度の拡大に伴い、体動が増える患者に対しては頻回に滴下の確認を行なう。 《所
にラウンド時、本体は２０ｍｌ／ｈで順調に落ちていることを確認した。午後、歩行されている患者に
属リスクマネージャのコメント》 基本に従って、点滴の確認、調節、管理するよう再度指導しまし
声をかけたが滴下は確認せず、１６時に患者からのナースコールにて点滴早落ちに気づく。 《発
た。
見経緯》 点滴が終ったとの患者本人からのナースコールにて早落ちに気づいた。
《内容》 小児の胸部造影３ＤーＣＴ撮影の際にコリメーションを０．７５ｍｍをしなければいけないと 撮影の前に小児胸部のプログラムを選択した際にデフォルトのコリメーションは１．５ｍｍになって 《改善策》 撮影プログラム選択直後、造影などの検査の合間、撮影直前の確認を必ずすること、
ころを１．５ｍｍが選ばれているのに気が付かず撮影してしまい、１ｍｍでの再構成が不可能に いたが、それに気が付かずに検査をしたことが要因です。
また自分でもう一度マニュアルを考えたいと思います。 《所属リスクマネージャのコメント》 ３Ｄー
なってしまった。 《発見経緯》 ３ＤーＣＴ撮影終了後、再構成をしようとした際に１ｍｍでのリモコ
ＣＴでは０．７５ｍｍコリメートを選択するのが基本です。一つの方法として３ＤーＣＴではＣＴＡ（アン
ンが選択できず発見しました。
ギオ）のシーケンスを選択するようにしてはどうでしょうか、ＣＴＡでは全て０．７５ｍｍコリメートに設
定されているので問題ないと思います。
《内容》 情報収集のときに検尿というところまでは情報収集できていたが、細かな項目の生化学、 カルテには毎日の検尿のため、チケットプリンターは毎日貼られていない為、最初の指示を確認し 《改善策》 情報収集するときには、細かな項目まで確認する。 検尿のバーコードの内容を尿採
蛋白定量というところまで情報収集しておらず、普通に検尿だけだと思い込んでいた。 そのため、 なければ検尿の内容がわからない。
集する前には、確認しておく。 配薬車の上に、自分の受け持ちの患者のホリスピッツがないか確
朝の尿量測定時に尿量だけ計って、尿を破棄してしまった。 《発見経緯》 同じ勤務の看護師か
認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 確認するべき機会は何度となくあったはずです。もう
ら、蛋白定量は取ったかとの確認の声があった為。
少し落ち着いて一つ一つをしっかりと確認しながら仕事をすることを指導しました。
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具体的内容
《内容》 食事摂取量半量以上で朝食後にグリミクロンの内服があったが内服させなかった。グリミ
クロンは配薬車にセットされているものと思い込んでいた。 配薬時、途中で作業が中断。再度配
薬しはじめ、薬の確認時に薬剤が揃っていると思い込んでしまった。その場にいた介護員に内服
を依頼しようと思い、焦りながらの確認になってしまった。 準夜勤務者が食前薬、食間薬の棚を
確認したところ内服確認印がないことに気づいた。 《発見経緯》 準夜勤務者が内服確認後の確
認印がないことに気づいた為
《内容》 心カテ患者の延食、半分摂取可、全量摂取可能の指示をクラークが受け、処置台の上に
貼ってあった治療・検査の順番表に、半分、全量、と書かれていた。 配膳車に貼る紙に患者の名
前と食事摂取について書き写したが、全量摂取可能患者の食事を「なし」と書き写したため、患者
に配膳されるはずの食事が配膳されなかった。 ２時間後に他の看護師が発見し、すぐ心カテ室
にコールし報告、患者には昼食を半分摂取してもらうこととなった。 《発見経緯》 他看護師が他
の患者の配膳をしたとき、食事があることに気付いた。
《内容》 心外の手術後の患児でラシックス３０ｍｇアルダクトン３０ｍｇ／日 分４ ジゴシン３０ｍｇ
／日 分２で内服中であった。本来ラシックスを朝昼夕の食前と２２時の４回 ジゴシンが朝夕の２
回で内服。 準夜で配薬(ラシックスアルダクトン夕と２２時分 アルダクトン夕分) ２３日夕から始
まった風邪薬を配薬し忘れた為、再度訪室。母に薬を渡したところ、初めに渡した内服薬すべて内
服させたことがわかった。母は夕分の薬は風邪薬を含め、３包飲ませることしか頭に無く、袋に書
いてある薬剤名まで確認できていなかったとのこと。 《発見経緯》 風邪薬が夕から始まっており
風邪薬を部屋に届けた際に発見した。
《内容》 心筋梗塞（疑）で入院中の患者。ＣＡＧ行なわない方針となり○／１４退院が決まってい
た。○／１３ ２１時頃、ベッドサイドに立っていたため、転落防止のためカーテンオープンにして様
子をみていた。 ２１時４０分、入院してきた患者の対応中ガシャンという音が聞こえたため訪室す
ると、患者はベットサイドに座り込んでおり、その上から点滴スタンド・モニタースタンドがのってい
る状態だった。患者は「立ったんだけど力が抜けてしゃがみこんだ、落ちてはいない。どこも打って
ない」と。患者に外傷はなくバイタルに変化なかった。医師に報告し診察の結果、様子見となる。家
族に報告する。その後異常なく、翌日退院となった。 《発見経緯》 患者の部屋からガシャンという
物音を聞き、訪室したため。 患者はベッドサイドに座り込んでおり、点滴台・モニタースタンドが体
にのっていた。
《内容》 心不全で入院されている患者様で、既往に糖尿病があり、現在、朝、昼、夕、眠前の血糖
測定をし、朝、昼、夕はスケールに伴いインスリン（ＨｕーＲ）を皮下注射し、コントロールしていた。
しかし、情報収集の際、眠前の血糖測定の情報を見落としてしまい、眠前の血糖測定を施行しな
かった。 当患者は○／１８に低血糖状態になっており、現在血糖をコントロールするためインスリ
ンスケール及び、内服薬調整中であった。 《発見経緯》 引き継いだ深夜の看護師により確認さ
れ、発見することができた。
《内容》 心不全で入院中。○／１９朝にＣＣＵにて血糖５２と低く、ブドウ糖を摂取していた。オイグ
ルコン中止、メルビン減量となり、日勤帯に転棟してきていた。その日の夕より血糖測定一日４検
となっていた。 ○／２０準夜の情報収集時に血糖測定の板と指示簿を確認し、夕のインスリン注
射が無いことを確認したが、眠前の血糖測定の指示を見落とし施行しなかった。○／２２朝出勤
し、同僚より指摘を受け、血糖測定していないことに気がついた。○／２１朝の血糖は９５であっ
た。 《発見経緯》 ○／２２朝出勤し、同僚より指摘を受け、血糖測定していないことに気がつい
た。
《内容》 心不全の患者で、翌日に眼科手術を控えており、心不全予防のため、前日２２時よりドブ
ポン開始の指示があり、「２２：００開始＊Ｏｐｅ室持参」と書かれていた。しかし、情報収集の際、２
２時開始の指示を見落としていたため、Ｏｐｅ室に持参するものだと思っていた。 ２０：３０頃に他
薬剤の注射指示は確認したが、焦っておりドブポンの指示は確認できていなかった。 ０：３０に気
付き、ドブポン開始する。翌朝主治医へ報告し、様子見となった。患者のバイタル変動はなかっ
た。 《発見経緯》 次の勤務帯の看護師が情報収集の際に施行印がないことに気付き、確認され
発見した。
《内容》 新生児一過性多呼吸のためＮーＤＰＡＰ装着中の患児。満期で出生し本日日齢２。絶食
中で輸液管理を行っている。昨日まで７ｍｌ／Ｈの指示であったが、本日分の指示から８ｍｌ／Ｈと
なっていた。指示を拾う際間違いなく８ｍｌ／Ｈと転記。 １２：３０に残量アラームが鳴り点滴交換
す。この時日にち、患児名を指差し呼称確認したが流量の確認をし忘れる。２３時の発見時まで約
１０時間の間、約１０ｍｌの過小投与となった。 《発見経緯》 ２３時の水分出納と指示確認をした
際に、点滴の流量が間違っていることに気づいた。
《内容》 深夜の朝８時ごろ抗生剤（ユナシン３ｇ）の指示が出された。ユナシン１．５ｇ／Ｖを２Ｖ使
用し、生食２０ｍｌ溶解して計３ｇを投与する指示のところを１．５ｇ１Ｖ溶解で投与し、指示量より少
ない量で投与した。注射準備、注射施行前、施行後の確認行為のうちバイアル数の確認が欠けて
いた。 《発見経緯》 １２時ごろ、日勤の看護師が指示簿と注射残薬を確認したときに、深夜帯の
抗生剤の投与量の不足に気づいた。

背景・要因
思い込み、基本的な確認の怠り、焦りが重なり起こったと考える。 薬剤の製剤番号の確認を怠
り、数的な確認になってしまっていた。

改善策
《改善策》 ・受け持ち患者に食前薬・食間薬がなくてもその棚を勤務時には必ず確認する。 ・製
剤番号、数、内服方法という基本的な確認を行う。 ・思い込みでは判断しない。 《所属リスクマ
ネージャのコメント》 食事量で服用する食直後薬であったので別のところに区別しておいてあっ
た。一般の食後薬にセットされていると思い込んだ。

・仕事の慣れから油断が生じた。書き写したものを確認する手順を怠った。 ・ただ、延食等につい 《改善策》 ・仕事に集中する。 ・延食について配膳車に貼る紙に書き写す時、治療・検査の順番
て書き写すだけで、治療・検査の順番も合わせて確認しようとしていなかった。 ・午前中、患者の も確認の上、記入し、記入したものは見直す。 《所属リスクマネージャのコメント》 確認がされて
状態・気分によりケアが円滑に進まず、午後からどうしようかと焦りがあった。
いない。自分が性格的に焦りやすいのであれば、より一層指差し確認をするなど、思い込みを断
ち切るような確認をするよう指導しました。
長期内服されている患児で母の内服に対する理解は出来ていると思われたが、付き添いで疲労
もあり判断力が乏しかった。 また看護師側でも内服に対して理解は出来ているだろうという思い
込みもあり、夕分と２２時分を一緒に渡してしまい、母に任せてしまう部分があった。 スタッフに
よっては一緒に渡す人と別々に渡す人と様々だったとのこと。

《改善策》 今後は時間毎に必要分だけの配薬し、確実に内服がされるように管理を徹底していく
必要がある。 母任せではなく、患児の生活リズムも考慮し、スタッフ間で配薬ついて統一し、また
実施していけるよう計画立案していく必要がある。 《所属リスクマネージャのコメント》 改善策に
もあるように、今回の事については検討して統一します。

入院してきた重症患者に対応に時間を要しており、他のスタッフに注意を促せなかった。 自分自
身、入院患者の対応に気を取られており患者から目を離してしまった。 ＨＣＵに入室中であり、離
床センサーはセンサーの規格上使用できなかった。 詰所管理患者がすでに８人もおり、詰所管
理は場所がなく困難だった。

《改善策》 注意が必要な患者がいるときは、他のスタッフに知らせ注意を促す。 《所属リスクマ
ネージャのコメント》 ソフト面だけでなくハード面でも対応に限界があり現状は厳しい状況です。一
人で受け持ち患者の対応ができないときは他のスタッフに声をかけるよう指導していますが、この
ときもみんなが忙しく依頼できるような状況ではなかったという。しかし声を掛け合うことは大切な
事なので、どんな状況であれ情報提供はお互いにしあうようしていきます。幸い患者には何事もな
く無事に退院されました。

・インスリン施行の指示しか見れていなかった。 ・血糖測定施行の指示の見落とし。

《改善策》 ・血糖測定とインスリンの指示、両方を確実に確認していく。 ・血糖測定とインスリンの
指示が異なる場合は、そのことがよりわかりやすいよう強調して印をつける。もしくはコメントをつけ
る。 ・指差し呼称での確認を行なう。 ・血糖測定を行なうことが決められた際、患者にもいつ測
定するのかをあらかじめ伝え、患者自身にも意識して頂く。 《所属リスクマネージャのコメント》
当病棟では、眠前の血糖測定は少なく見落としやすい。指示が出た場合は指示を強調するなど印
をし、見落とさないよう工夫していく必要がある。
前日に低血糖を起こしていることを知っていたが、情報収集時に以前の血糖値を拾っておらず、 《改善策》 患者の状態を理解して関連づけた情報収集をする。 血糖測定の板や指示簿を良く見
眠前に血糖測定があることに気がつかなかった。 情報収集時に指示簿を確認したが、夕のイン て繰り返し確認する。 余裕をもって情報収集できるように早く出勤する。 《所属リスクマネージャ
スリン注射量しか見ておらず、指示簿、血糖測定の板、共に眠前の血糖測定欄に丸が打ってあっ のコメント》 患者の状態と関連させて情報収集しないと、今までの思い込みを断ち切れず、必要
たのを見逃した。 初めて看る患者が多く情報収集に時間が掛かり、焦っていた。 最近血糖測定 な情報や指示の見落としをする。血糖測定やインスリン注射の指示の見落としが、ブルー用紙で
が４検の患者がおらず、眠前に血糖測定をするという意識が薄かった。
の指示となってもまだ生じてしまう。常に指示は変更していくという意識で注意して指示を確認して
いくよう指導しました。
・情報収集の際、指示を確実にひろえておらず、思い込みをしていた。 ・２０：３０の確認の際も指 《改善策》 ・焦っているときほど、確認を慎重に行なう。 ・指示の一部を見落としていたため、指
示表を開いたが、思い込みに気付かなかった。 ・初めての２人準夜勤務ということで、いつもに比 示全体を見れる様、指差し確認を行なう。 ・指示内容がわかりにくい時は、他Ｎｓや指示医に確認
べとても緊張していたとともに、入院が入ってくるため焦っていた。
する。 《所属リスクマネージャのコメント》 情報収集は焦らず、行なっていくこと。場合によっては
指で追っていくなどし、確実に指示をひろっていく必要がある。また指示で分かりにくいときは、リー
ダーに聞くなどして対応するよう指導しました。
残量アラームが鳴ったことで慌てており、流量の確認を怠った。勤務終わりに再度指示、実施状
況確認をすべきであったが忘れてしまった。

《改善策》 基準としてある手順の徹底をする。 勤務終わりに指示、実施状況確認をする。 《所
属リスクマネージャのコメント》 交換後は、基準に沿った確認方法を実行する必要がある。確認印
が確認印の役割を果たしていないのは非常に問題です。

入院直後患者で、患者対応・指示の整理・カルテの整理などの複数の業務を同時に行っていた。
精神態は落ち着いていたが、忙しい時間帯であったため、焦りが合ったのかも知れない。 指示受
けから実施まで１人の看護師が施行しており、第三者の視点がなかったため、指示内容の確認行
為に思い込みが生じた可能性がある。 夜勤明けであり、注意力が散漫していた。

《改善策》 指示が出されたときに周りの人間に気づけるように声に出して患者名・薬品名・投与内
容・投与時間を確認する。 緊急を要する薬品でなかったので、患者の状態が落ち着いてから施
行するよう優先順位を変更させて薬品の確認にゆとりを持たせる。 薬剤準備と施行者は、極力
別の人間になるように同勤務者の協力を得る。 夜勤明けの状態は確認ミスが置きやすいことを
同勤務者に伝え協力を得る。 《所属リスクマネージャのコメント》 確認不足です。注射施行にあ
たって、必ず薬品名・量・指示時間・方法は指示簿での確認を怠らないように指導していきます。ま
た、施行前・施行後も必ず指示簿の確認行為を怠らないように指導します。
《改善策》 メモをとる。 勤務をまたぐ時は、薬剤を手渡しする。 施行印は施行したひとが打つ。
《所属リスクマネージャのコメント》 時期をえた振り返りチェックをしていくことが大切。 申し送るこ
とは忘れやすい。いかに忘れず行えるか物品の確認をしておくとよかったと思われる。

《内容》 深夜帯で、末梢がもれ抜去した。深夜看護師に日勤帯で末梢確保し、セファメジンの投与 深夜帯で行なうべき業務を、日勤帯で行なう事になった為。
を依頼された。「置いておきます」と申し送られた。私はベッドサイドに置いてあると解釈した。実際
は本体はベッドサイドにおいてあったが、抗生剤は処置台においてあったため、忘れてしまってい
た。また実際は未施行であるのに施行印がすでにあり、発見が遅れた。 《発見経緯》 溶解後の
セファメジンが未施行であるのを準夜看護師が発見した。
《内容》 深夜帯で朝食後に内服する薬を処方箋と確認し、処方箋入れに薬を入れて準備した。朝 ・患者に配薬する前に、処方箋と合っているかどうか、再度確認をしなかった。 ・配薬後に処方箋
食後、それぞれの患者に薬を配薬しに回ったが、配薬後、処方箋入れに薬が残っていないか確認 入れに薬が残っていないか確認する習慣がついていなかった。 ・患者全員に配薬した後、配薬し
しなかった。 日勤帯の看護師が昼分の内服薬を準備する際に、処方箋入れに朝食後に内服す 忘れがないか、また内服していない患者はいないか部屋を訪室して確認する習慣がついていな
べきだったワーファリンが残っているのを発見する。主治医に報告後、すぐに内服させることとなっ かった。 ・ワンドーズになっていて、ワーファリンのみ別になっていた。そのため、処方箋入れの
た。 《発見経緯》 日勤帯の看護師が昼分の内服薬を準備する際に、処方箋入れに内服薬が
端にワーファリンが残っていることに気がつかなかった。 ・内服薬を薬杯に入れてそのままにして
残っているのを発見。
いた。 ・患者に配薬するとき、処方箋入れから薬だけを取り出し、薬を手に持って病室に入った。
処方箋を持って患者の所に行かなかった。 ・ワーファリンを内服している重要性の認識が甘かっ
た。 ・忙しくなると、感情のコントロールができず、すぐあせってしまい、確認することが半雑になり
やすい傾向があった。 ・ナースコールが多く、他患者の対応に追われていた。 ・薬に対して、自
分から要求してくる患者ではなかった。
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《改善策》 ・患者に配薬する前に、再度処方箋と薬を再確認する。 ・配薬後は、処方箋入れに薬
が残っていないか確認する。 ・配薬後は、きちんと内服されているか、病室を訪問して確認する。
・内服薬の数が多いほど、注意を払って確認することを忘れない。 ・薬の効能、なぜその患者が
その薬を内服しているのか理解する。 ・薬の数が多いときは、小さな袋にまとめてから処方箋入
れに入れる。 ・配薬するときに、薬を手に持っていくのではなく、処方箋入れに入れたまま病室に
入って配薬する。 ・内服薬の準備から配薬するまでの一連の流れのチェックリストをつくり、毎回
それを見ながら確認していく。 ・あせって何をしたらいいのか分からなくなった時は、何から先に
やっていけばよいか先輩に相談する。 ・食事を配る際に、患者に食後の内服薬があることを告
げ、食後の内服があることを意識づける。 ・薬を準備するとき、患者に配薬する前、配薬した後と
３回確認するようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 患者様に配薬する直前に確認しな
かったことが問題である。基本に従って確認するよう指導しました。
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具体的内容
《内容》 整形の検査出し（ミエログラフィー・ルートブロック）の時間を知らせてくれた電話を、他の
看護師Ａがとり時間を伝えてくれたが、その電話が手術出しの電話と思い１３時に前処置を済ま
せ、他の看護師Ｂに手術出しを頼んだ。 手術出しに行ったところ、手術室から病棟に手術出しの
連絡をしてないことが分かり発見した。 《発見経緯》 手術出しをしてくれた看護師と患者が、手術
出し後すぐに病室へ戻ってきて状況を知った。
《内容》 他のスタッフが準備した予約注射のスミフェロンの指示が当日変更減量されていたが、注
射処方箋のみ確認し注射指示書と外来案内書のオーダーチケット確認を落としたため、変更前の
指示量のまま準備した。 注射施行直前に患者より指示変更になったことを聞き、注射指示書と外
来案内表のオーダーチケットを確認し、指示変更に気付いた。 《発見経緯》 患者に、本日の注
射指示量が変更になったと言われたので。
《内容》 対象患者はＡさん（体重２１３０ｇ）とＢさん（体重２１３５ｇ） 共に栄養強化のためのミルク
を飲んでいた。本日よりＡさんは普通ミルクに切り替わり、Ｂさんは栄養強化ミルクのままの指示で
あった。 しかしＡさんに栄養強化ミルク、Ｂさんに普通ミルクを日勤中２回与えてしまう。 《発見経
緯》 次の勤務の看護師がミルク内容・量の間違いに気づいた。

背景・要因
改善策
・声に出して誰の手術出しか検査出しかの確認をしてない。 ・１３時３０分頃に手術になりそうと聞 《改善策》 ・慌てず基本に準じて誰の何か必ず声に出して確認する。 《所属リスクマネージャの
いていた為、術前の準備をしており慌てていた。そんな時にちょうど「１３時３０分に（検査に）出し コメント》 何も確認せずに、自分にかかわったことだけを思い込んでいる。電話の内容を確認して
てください」との電話があった為、それが手術の時間と思い込んでしまった。
いない基本的ミス。全員に徹底する。特に４科の混合で手術や検査が多い病棟であり、煩雑なた
め十分確認が必要と指導。

当該病棟主科から中央処置室へ指示変更の連絡がマニュアル化されてない。曖昧であった。 中 《改善策》 注射処方箋、注射指示票、外来案内表のオーダーチケットと注射薬が一致しているこ
央処置室になれない看護師が状況により応援している。
とを確認する。 注射薬を詰めた後、間違いなく詰めたか確認する。 《所属リスクマネージャのコ
メント》 中央処置室へは、各科より予約オーダーで注射薬が前もって準備されることがある。しか
し病状により当日検査後データーにより注射量を変更実施する。その連携がスムーズにいってな
い場合もある為、主科と処置室で検討を行いマニュアル化し皆に周知徹底を計っていきたい。
・カルテから経過記録用紙に指示を転記する時に、頭の中だけの記憶で転記していた。このときカ 《改善策》 ・カルテの指示を転記するときは横に並べて、指指し呼称確認。 ・ミルクの指示はミル
ルテはカルテ庫、検温板は患児のベッドサイドで離れており、転記するときはメモも取らず記憶だ ク板一覧表に転記する。 上記のような基本の「指示受け」をやったりやらなかったりで、いまだに
けに頼った。（本来はカルテと検温板を横に並べ転記する） ・ミルク量をミルク板一覧表に転記し 身についていないことに改めて気づいた。 指示受けの必要性や重要性が認識が薄いことも反省
なかった。
する。 本来、するべきことをしていれば未然に防げたと振り返り、再度指示受けのしかたを確認
し、同じ間違いを繰り返さないようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 やるべき事はリア
ルタイムに確実にすること。自分の行動パターンは慣れてくると出てきます。習慣化されたものは
なかなか改善できません。自分に厳しくなることも必要です。
《内容》 脱水症の為○月１９日より入院の患者は○月２９日からスローケー内服中で、看護師配 配薬車の朝・昼・夕の分別ある所を見て、配薬済みと判断し見落とした。 ちょうど他患者様の状 《改善策》 内服管理ミスは患者様の把握が出来てなかった事考え、カルテより情報とスタッフから
薬管理あったが、○月３１日の昼食後の与薬を忘れる。 《発見経緯》 準夜勤看護師より配薬車 態悪化でその患者様の対応もあり、確認が不十分であったがそのままになってしまった。
の情報で確認する事を十分に行う必要あり。 配薬車は朝・昼・夕と分けて整理してあったが、昼
中の処方箋の間に薬が残っていたと指摘あり、解かる。
の配薬分は処方箋と一緒にファイルにはさんであった。 配薬車の使い方が統一してなかったが、
今後使用法を統一する。 《所属リスクマネージャのコメント》 上記のとおりです。他のスタッフにも
徹底するように指導します。
《内容》 痴呆があり末梢を自己抜去したことがある患者なので、自己抜去しないように注意して観 点滴を触った後、点滴を抜こうとしたり、叫んだりすることがあるため、点滴を触った後は頻回に観 《改善策》 点滴を触った後、また様子がおかしい時など頻回に観察し、自己抜去を防止する。 ま
察しなければならなかったのだが、観察とその対応がしっかりできていなかったため末梢を自己抜 察し、確認しそれに対する対応や処置が必要だったが、それを怠ってしまい巡視に回っている間 た、抜去しそうな時はフドー手袋をつけたり、固定をしなおしたりなど行う。 《所属リスクマネージャ
去を防げなかった。 《発見経緯》 先輩看護師が患者の所に様子を見に行ったときに発見した。 に自己抜針してしまっていた。
のコメント》 痴呆があり、観察室で看ている患者であるが、看護師が目を話した隙に自己抜針し
ていたのを発見した。患者にとって必要な点滴であれば、フドー手袋や抑制も必要になる。
《内容》 痴呆症状があり、夜間不穏行動があったがデパス・家人付き添いにて落ち着いた。朝、 痴呆症状があること念頭におき、家人不在になった時の対処が何もできなかった。
《改善策》 家人が不在になった場合、痴呆症状がある患者は詰所にて管理する。 自己抜去の
家人が帰宅後も安静度はベッド上で守られおり、不穏行動みられなかった。食後ベットに再度立位
危険性がある場合は不動手袋など対処をとる。 家人に検査の重要性とその後処置について説
となり、点滴を自己抜去していた。本人は「もういい」と思ったため抜去したとのこと。 《発見経緯》
明し理解を得る。 家人に協力を得て、付き添いをしてもらう。 《所属リスクマネージャのコメント》
訪室した際に点滴を自己抜去していた。
ルートトラブルの可能性が考えられる患者様に関しての予測が弱かったと思います。今までと違っ
た状況やその他環境の変化によって患者様への影響が増強することになる場合があるため、予
測をつけ対応できるように統一したいと思います。
《内容》 注射指示表で１日２本の側管があり、昼・夕というコメントがあったため、意図的に時間を 注射指示表のコメントだけを信じ、思い込みで行動してしまった。 時間指定があることを上の人に 《改善策》 側管が１日２本なら…３本なら…などという基本的な病棟の規定を忘れず、それとは異
指定してあるという思い込みがあった。そのため深夜帯ではその患者様につなぐ側管はないと思 報告できなかった。 自分が施行していないのに施行印を押してしまったことで、他の看護師に発 なる時間指定がされているのなら、上の人に相談するか医師に確認するという作業ができるよう
い、ワークシートにも側管のメモはしなかった。しかし実際には１日２本の側管の場合８時と２０時 見されるまでにタイムラグが発生してしまった。
にしたい。 施行印に関しては、注射伝票と照らし合わせながら印を押していくなどし、時間がか
という病棟の規定があることを考えておらず、朝分の側管をつなぐことができなかった。 前日の注
かっても確認しながらの作業ができるようにしたい。 《所属リスクマネージャのコメント》 １、医師
射指示表にも昼・夕とコメントがあったが、前日分は手書きで朝・夕に直されていた（誰が直したか
の指示が違ったままで出されていたので、当人は正しく受け止めた。 ２、しかし、やってもいない
は不明）。しかし当日分の注射指示表しか確認していなかったため、時間指定がおかしいことに気
のに業務終了時実施印を押した。これが日勤で発見の遅れとなった。 やってもいないのに施行
付けなかった。 またカルテの記録時、施行していないのに施行印を押してしまったため、他の看
印を惰性で押してしまうこと過去に２回あり。深夜明けは思考力がゼロのようである。
護師による発見も遅れることになった。日勤看護師の情報収集の時間帯にはまだ施行印は押され
ておらず、注射指示表のコメントも変更にはなっていなかった（‘昼‘のまま）が、日勤看護師がどの
ように解釈したかは不明。 《発見経緯》 注射カートの中に未施行の点滴があるのを準夜看護師
が発見する。
《内容》 虫垂炎にて前日も救外でセフメタゾンを使用しており、この日も抗生剤の投与を行う。小 ３１日の救外で一番患者が混雑している時間であった
《改善策》 基本的な確認作業の徹底である。また忙しい現場であるため、慌てず基本的な作業を
児科医より抗生剤を用意するように指示される。医師はセフメタゾンの指示を出すが、依頼される
省かず行うことが大切であると思います。 《所属リスクマネージャのコメント》 口頭のみの確認し
時に救外に置いてある薬だよねと言われ、その時点でセファメジンと思い込んでしまう。 準備時
かされておらず、このことが最大の原因である。忙しい時ほど、オーダー控えでの確認の徹底をし
医師に抗生剤を見せ確認したのみで、伝票との確認作業を行わなかった。最終的に伝票確認は
なければならない。基本的なことが身についてない。今後も繰り返し指導していく。
医師が点滴穿刺を行ってからであり、自分自身も思い込んでいるためセフメタゾンであることを気
づけなかった。 勤務終了時の注射ストック確認時、セフメタゾンは救外にないことに気づく。小児
科医に報告、すでに患者も帰宅しているため抗生剤の発注と返品処理のみ行った。 《発見経緯》
注射ストックの確認中に気づく。
《内容》 朝７時過ぎに血糖測定のため訪室したが入眠中だった為、後でと思い他の業務を行なっ ６時前までのラウンドではワークシートと情報に添って回っていたが、６時以降ワークシートを見
《改善策》 スケジュール表などをつくり、時間で行っていくことを確認できるようにする。 また訪室
ていた。 ７時半過ぎに患者を車椅子へ移したが、その時点で血糖測定があることを忘れていた。 ず、どの患者にどの処置があるかを確認せず回っていた。 また患者のところへ行ってからの確 したときに何を行うのか、患者ごと情報とワークシートで確認し、部屋を出た時などの区切りで見直
食事が配膳された時、血糖測定せずそのまま食前薬を内服してもらい、食事を摂ってもらった。
認も出来ていなかった。 時間で行うことを後に回し、忘れてしまった。
していく。 食前薬を渡す前に血糖チェックの有無を確認する。 患者の疾患と処置、内服薬等を
《発見経緯》 申し送り時、ワークシートをみて朝の血糖測定をせず食事をしてもらったことに気づ
関連付けて動く。 時間で行うことは後回しせず行っていく。 《所属リスクマネージャのコメント》
く。
改善策で挙げたことを実践するよう指導します。しかし、患者を前にしたときに、この患者の問題や
その経過などの情報が自然に想起できるようになってもらいたいと思います。
《内容》 朝食前のみの内服薬を昼食前にも内服させてしまった。 《発見経緯》 患者が薬を内服 食前薬を準備する箱に毎食前と書いたチケットが貼って薬がセットされ、受け持ち看護師にも「こ 《改善策》 患者が「これ私の薬？」と聞いた後、再度「私が飲んでもいい薬？」と聞いた時、薬の名
したことを納得できないと、準夜の看護師に訴えたため。
の薬飲んでもらってください」と申し送りを受けたため、患者のところへ持っていき内服してもらっ 前を伝えたら患者が朝食前しか飲んでいないことを教えてくれ、内服する前に気づけたかもしれな
た。その際、患者に「これ私の薬？」と聞かれたため「そうです。」と伝えた。 また「これ私が飲んで い。 また、患者に再度聞かれた時にカルテで確認し直せば良かったと思う。 今後は患者が不信
いい薬？」と聞かれたため答えようとしたところ、偶然研修医がこの患者の所へ訪床したため「こ に思うような事があればカルテで再度確認し、他のスタッフにも一緒に確認をしてもらう。 その上
の薬、内服してもらってもいいんですよね？」と薬の名前と薬を見せながら医師へ確認し、医師に で患者に説明をし、納得してもらってから実施するようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》
「いいです。」と返事をもらったため、「飲んでもらっていいですよ。」と伝えて飲んでもらった。 その 他院からの持ち込みの薬であり、チケットに書き写す時に朝食前を毎食前とまちがえている。患者
後、「納得していないのに薬を飲まされた。」と準夜の看護師に訴えたため、準夜の看護師が確認 さまが何回も確認している時にカルテを確認すれば起こらなかったことである。その時に受け持ち
したところ薬の風袋に「朝食前」と書いてある事に気づいた。
の研修医がいたため医師に確認したことでよいと思ってしまい、カルテの確認をしなかったことが
問題である。今後チケットなどに転記する時は二人で確認するようにしました。患者さまが質問さ
れたときはカルテを確認するように再度指導しました。
《内容》 超低出生時体重児 ４２ｗ１ｄ １３３日目 １８４０ｇ 指示簿にステロイド側注の指示がで 指示を受ける時、２通りの指示があり、指示のｍｇと溶解後のｍｌがあわなくて医師に確認したが、 《改善策》 指示のｍｇと溶解後のｍｌがあわない指示は、合うように指示を出してもらう。 間違い
る。デカドロン０．４５ｍｇ×２と指示がでる。デカドロン希釈はドクター指示をもらう事になっている 最初の指示を消してもらわなかった。 医師の指示が溶解した場合の指示のみのときがある。 注 の指示は消してもらうようにする。 医師の指示が溶解した場合の指示のみの時と、両方指示が
ため、希釈量を指示出ししてもらった。指示はデカドロン１ｃｃに蒸留水１９ｃｃで溶解し、溶解後、
射伝票の指示確認時、カルテの指示をそのままみるのではなく計算確認を怠っていた。
出る場合があるので、どちらかに統一してもらう。 注射伝票確認時、４者確認するが、一人、一人
０．３ｃｃを側注するように指示が出た。 ×２０倍デカドロンは最初の指示の０．４５ｍｇと違ったが、
計算を怠たらない。 《所属リスクマネージャのコメント》 希釈に関しては、指示量及び溶解量まで
医師確認すると違っても良いとのことで１５時の側注は×２０デカドロン０．３ｃｃを側注した。 ２２
指示簿に記入してもらうように医師に依頼しました。 看護師も指示された内容を確実に確認して
時受け持ち看護師が側注しようとしたところ、最初の０．４５ｍｇとは１０倍も量が違っていることに
いきます。
気づき医師に確認すると、×２０デカドロン０．３ｃｃではなく３ｃｃ必要だったことがわかり、１０分の
１少なかった。２２時より３ｃｃ側注となった。 《発見経緯》 準夜の勤務者が、２２時ステロイド剤側
注しようとした時、薬剤の指示量計算をすると医師の指示が違う事に気づく。指示を出した医師に
確認すると間違いである事が分かり、新しい指示が出る。１５時・２２時の１日２回の指示で１５時
の側注は指示量の１／１０の量で施行されていた。
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具体的内容
《内容》 超低出生体重児。日齢１５２日。喉頭軟化症があり、抜管困難となっている児。 １０時過
ぎに体重測定時以降、啼泣しており、声漏れが強かったため、抜管を疑い、吸引チューブの挿入
長・肺の換気音等確認するが、吸引チューブも気管分岐部で止まり、肺の換気音も聴取可能で
あったため抜管していないと判断し、処置を続行。ＳｐＯ2は８８ー９３程度保持可。 １０時４７分、１
０時のミルクが２／３程注入されたところで、ミルクが気管チューブより逆流しており、陥没呼吸著
明となり、ＳｐＯ2も８０台前半まで下降、肺の換気音も聴取不可となったため、計画外抜管を疑い、
医師・リーダーに報告し、チューブを抜去、再挿管を行った。 ミルク注入直後？抜管と判断するま
で本人は入眠しており、体動等はなかった。陥没呼吸が出始めたところで呼吸苦で覚醒した模
様。抜管直前までＳｐＯ2は９０前後。 再挿管後、ＳｐＯ2は９５前後まで上昇。児の呼吸苦も消失し
た。 《発見経緯》 気管チューブからミルクが逆流してきたのと、肺への換気音が聴取されなかっ
たため、計画外抜管を疑った。
《内容》 定期でオキシコンチンを内服している患者で、８時３０分頃、他の内服薬と一緒にオキシ
コンチンを患者の妻に手渡し、内服するよう依頼した。内服後の容器を回収することを、患者、妻
には伝えておらず、又、他のスタッフにも言っていなかった。オキシコンチンを内服した後、容器を
妻はゴミ箱へ捨てた。 深夜業務が終了し、帰宅途中で、オキシコンチンの容器を回収していない
ことに気付いた。妻に確認するが、ゴミ箱に捨てており、すでに、回収され破棄されていた。 《発
見経緯》 オキシコンチンの容器を回収していないことに気付いたため。

背景・要因
改善策
チューブの固定、深さについては朝及び１０時以降数回確認しており、問題はなかった。 １０時過 《改善策》 挿管時の管理について、基本に戻って確認を徹底する（チューブの固定長・患児の適
ぎに抜管はないと判断しており、その後実際の発見直前（ミルクが逆流してきた時）には児は入眠 切な固定（頭部・上肢）等）。 喉頭軟化症の患児は計画外抜管が発見しにくいため、少しでも抜管
しており、体動・呼吸苦等はなく抜管の時期・きっかけ等が不明。 しかし、ミルクを注入後、挿管 を疑う所見があった場合には、何回も確認を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 患児の発
チューブ内にミルクが逆流してきたため、発見時以前のいずれかの時点で抜管し、食道挿管と
達も進み動きなども活発に変化しています。 抜管時対応を含めて、確認をしていきます。
なっていた可能性が考えられる。本児は喉頭軟化症があり、挿管チューブで気道確保されていれ
ば呼吸が維持できていたため、ミルクの逆流が重なったことで呼吸悪化となるまでは、急速に状態
悪化することがなく発見が遅れたと思われる。

《内容》 定期の注射オーダーの中に一人、予定より早く注射変更の患者が混じっていた。 医師
は間違いやすいと思い、看護師へ申し送ったが看護師間の申し送りがうまくいかなかった。 《発
見経緯》 医師がオーダーした薬品が上がってきたため

オーダー控えの日付を確認できていない。 申し送りの内容を正しく理解できなかった。

《内容》 定期内服の麻薬を内服させ、その後、パッケージを病室内のゴミ箱に破棄した。破棄して
はいけなかったことに気付かず勤務を終え帰宅した。翌朝、病棟より確認の電話があり、パッケー
ジを回収すべきだったことに気が付いた。病室内のゴミ箱を探してもらったが、すでにゴミ箱内のゴ
ミは清掃業者により回収されており、パッケージは見つからなかった。 《発見経緯》 次の勤務者
から確認の電話があったため。

・錠剤の麻薬を取り扱ったことがなかった。 ・内服薬という形態上、麻薬を扱っているという意識
に欠けてしまった。 ・処方後、病棟で初めての内服であり、パッケージを保存しておくということに
気付くきっかけがなかった。 ・病棟内において、麻薬内服で疼痛コントロールを図る患者の対応
の経験がなかった。（他科患者） ・他の患者への対応途中であり、急いで行った。 ・錠剤の麻薬
を初めて取り扱うにもかかわらず、同勤務者の先輩看護師に声をかけなかった。 ・入院前より、
患者は自宅において錠剤の麻薬を定期内服していたが、院内では、麻薬のパッケージを破棄して
はいけないという点まで説明していなかった。
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・オキシコンチンが麻薬であるという意識が低かった。 ・他の内服薬と一緒に内服した。 ・内服
後の容器を回収することを患者、妻には伝えていなかった。また、他のスタッフにも伝えていな
かった。 ・日勤へ申し送りを行う時間帯であり、他のことで気をとられていた。 ・患者は元々、外
来で麻薬を自己管理していたため、取り扱いを知っていると思っていた。 ・外来と、院内での麻薬
の取り扱いの違いがあったが、知らなかった。 ・患者の妻に内服を依頼した。 ・内服してから回
収することをすぐに行わなかった。 ・患者に朝食後の内服ができたか確認したが、その時、容器
を回収することを忘れていた。 ・麻薬の金庫に入っており麻薬を取り扱っているということは分
かっていたが、錠剤の麻薬を取り扱うことは初めてだった。 ・他科の患者が多く、初めて取り扱う
薬剤だった。

《内容》 定期内服薬の指示にて麻薬(オキシコンチン)９時に指示が出ていたが、与薬忘れがあっ 勤務交替時間での与薬であり、手元からワークシートが離れた後での与薬になる。
た。 《発見経緯》 帰宅後、仕事上のことを考えており、本日の業務内容を振り返ったとき、内服
薬の渡し忘れに気づいた。
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《内容》 転倒による頭部外傷の患者さまの内服（ロンゲス０．５Ｔ、メバロチン１Ｔ、アロシトール１ ・Ｈ２拮抗薬のように非常に汎用されている薬に対して、注意が足りず、無意識に２Ｘでセットしてし
Ｔ、ガスターＤ２Ｔ／１Ｘ朝）をセットした際、ガスターＤを２Ｔ／２Ｘ朝・夕でセットしてしまった。 《発見 まった。 ・定期処方のセット日であり、多数の患者さまの処方のセットを早く終わらせようとしてい
経緯》 夕分を配薬しようとした時に夕は服用しないはずのガスターが入っていた。
た。 ・ふだん行っているセット後の確認ができなかった。
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《内容》 点滴（補液）が予定通り進んでおらず急いでいたため座位で調節。すぐに仰臥位で再調 他の業務が遅れており、対象患者からの要望が多く早く用件を済ませたいと思い、患者がとって
節しようと思ったが、患者とやりとりをしている間に忘れる。 《発見経緯》 他の用件で他の看護師 いた座位で滴下を修正しようとしたため、始めから正しい姿勢で滴下を調節すべきであった。
が患者にコールで呼ばれたため、滴下が速いことに気づく。
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《内容》 点滴２０／ｈで管理中の患者様に、約５時間分（１００ｃｃ）の早落ちをさせてしまった。発見 ・点滴留置部が足首であり、滴下不安定であった。 ・２０／ｈと微量調節であったが、ポンプなど
後すぐに医師へ報告し、次回分の点滴を絞って使用していくこととなる。患者様に異変なし。 《発 の使用はしていなかった。
見経緯》 次勤務者のラウンドにて発見
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《内容》 点滴のつなぐ順番を間違え、処置後の止血剤を処置前に投与してしまった。 《発見経
緯》 注射処方箋の見直しにより発見できた。

薬剤の下に術前等、投与の時間帯が記載してあったが、確認が不十分であったため起こったイン
シデントである。

《内容》 点滴の準備をしている時、他の業務のため作業を一時中断し再び作業に戻った。 戻っ
た際、中断前に準備していた患者様の薬品と今回インシデントを起こしてしまった患者様の薬品が
同じであったため、本来１バイアルの指示のところを中断前の患者様の２バイアルの指示と記憶
がすりかわり、思い込んでしまったために確認がおろそかになり、２バイアル投与してしまった。
インシデント発見後、指示医に報告したところ、薬品の内容、量的には問題ないとの事だった。
《発見経緯》 勤務終了時、薬品のストックチェックを行った際、１バイアル不足していることに気付
いた。 注射指示票を確認したところ、本来１バイアル使用するところを２バイアル使用しているこ
とに気付いた。
《内容》 点滴を６時間で落とすものが２時間３０分で落とした。 点滴の残量が予定量より多く、１
時間で予定どおりになるよう急激に滴下を調整（補液）したのにもかかわらず、再度調節をし忘れ
た。 《発見経緯》 患者本人からコールがあったため

マニュアル通り３回確認を行ったつもりだったが、思い込みがあった為、確認の意味をなしていな
かった。 作業を途中で中断したため、記憶のすり替えをしてしまった。 慌しい時間帯だったた
め、精神的に焦って準備をしてまっていた。
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《改善策》 ・麻薬を取り扱う際は、一連の流れで行う。途中、ナースコール等で呼ばれた場合は、
他のスタッフに依頼し、麻薬の取り扱いを優先させる。 ・内服の場合は、他の内服といっしょにせ
ず、麻薬のみ内服してもらい、すぐ処理をする。 ・他のスタッフや、患者、家族にも容器を回収しな
くてはいけないということを伝える。 ・急ぎでなければ、勤務の申し送りの時間帯は避け、業務に
集中できる時に、麻薬の取り扱いをする。 ・他の人に、内服を依頼するのではなく、自分で行う。
・麻薬の取り扱い、特に内服薬やパッチ、坐薬等、病棟で取り扱う機会の少ないものは基準を見
直す。 ・患者に内服薬を渡す際、いっしょに麻薬伝票を持って確認し、その場で内服してもらい、
その場で回収し、すぐに処理をする。 《所属リスクマネージャのコメント》 オキシコンチンを内服さ
れる患者様の入院が今までほとんどなく、薬の理解がされていなかった。今回の事例を反省し、薬
剤の理解と取り扱いについて、皆で深めていきます。
《改善策》 指示受け時は日付をよく確認する。 与薬に関することを申し送るときは、相手に行
なってほしいことを明確に伝える。 聞くときは、何をどうするべきかを確認する。 《所属リスクマ
ネージャのコメント》 何人もの人を介すればこのようなインシデントが起こることは多い。自分の責
任において指示の確認をおこない、申し送る。定期と臨時がある場合は細かいことに充分配慮し
ながら取り扱う。
《改善策》 ・麻薬の形態、種類、管理方法について確認し、明文化する。 ・麻薬管理に関して明
文化したものを表示し、看護師に注意喚起し、再発の防止に努める。 ・明文化したものを、麻薬
庫の扉に貼布する。 ・麻薬を取り扱う際は、どのような形態、（内服薬、パッチ、坐薬）であっても
厳重に取り扱うことを意識する。 ・麻薬（内服薬）を投与する場合、麻薬庫より、伝票と投与分の
内服薬を取り出し、患者のもとで患者名、内服薬名、量を伝票にて確認し内服させた後、空パッ
ケージを伝票といっしょに麻薬庫に戻すようにする。 ・業務上、他の患者の対応に追われていた
としても、麻薬を取り扱う際は、上記の一連の流れに沿って、必ず行う。 ・管理が厳重な薬品を初
めて扱う場合は、必ず他の先輩看護師へ声をかけ注意事項がないか確認する。 ・院内では、錠
剤の麻薬のパッケージは破棄せず返品するということを家族にも説明しておく。 《所属リスクマ
ネージャのコメント》 内服の麻薬をはじめて取り扱ったようであるが、初めての場合は他の先輩に
確認して対応すべきであった。麻薬という認識も薄かったようである。取り扱いについて、皆に再度
注意していきます。
《改善策》 ・勤務終了時にはカルテをすべて見直し、自身がとった情報収集を振り返る。 ・指差し
呼称にて確認していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 ワークシートを次の勤務者に渡してし
まった後のことで、自分が確認する機会を失うという気持ちがあるようである。この場合、次の勤務
者に与薬を依頼するということも考えられるが、この時間は前の勤務者が実施するというルールに
なっていればそれが実施できるよう努力する必要がある。その上でシステムが不備であると考えら
れることは提案していくべきである。勤務のはじめに要注意の意識をもって対応する必要があると
指導した。
《改善策》 汎用されている薬剤に対する気の緩みと早く行おうというあせりがあり、同じ間違いを
してしまった。すべての薬剤に対して注意深く与薬準備を行えるよう、再度業務を考え直したい。
《所属リスクマネージャのコメント》 同じ内容で、同じ間違いをしたことは業務そのものを軽視して
いるとしか思えない。病棟業務の改善をするよう指導する。
《改善策》 急いでいるときこそ確実な状態で点滴の滴下を合わせる。 《所属リスクマネージャの
コメント》 ＡＤＬが確立しており、コミュニケーションがとれる患者様には声をかける事が必要であ
ると指導していましたが、なされませんでした。「滴下をきちんとあわせますので、横になったら呼
んでください」と。 忙しいときほど、自分だけで頭をいっぱいにしないで冷静な対応（声を出す）を
実施してもらいたいと考えます。
《改善策》 ・点滴留置時はなるべく安定した部位に行なう。 ・滴下管理にむらのある場合は、ポン
プなどの機器の使用を考慮する。 ・２０／ｈなどで抗生剤のつなぎで末梢を使用している場合は、
生食ロックなども積極的に検討していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 点滴を行う場合にお
いて、必ずしも安定した場所で確保できるとは限りません。もし安定の悪い場所になった場合の固
定方法や管理について、病棟における基準などを作成していきたいと考えます。
《改善策》 処置の内容と注射処方箋の確認の徹底。 ダブルチェックにより間違いを発見する。
《所属リスクマネージャのコメント》 確認方法の原則が守られていないと思います。準備を行う時
点でおかしいと思ったことは確認をきちんと行なうように指導をしました。
《改善策》 ３回の確認は声を出し、薬剤名、ｍｇ、バイアル数、投薬方法など確実に確認する。で
きれば複数人で確認する。 作業は基本的に中断しないようにする。やむを得ず中断した場合は、
再び最初の作業から確認するようにする。 慌しい時間帯こそ、確認が大切であることを念頭にお
き確実に確認するようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 中央処置室は１日１００件前
後の注射処置がある。流れ作業にならないように、一人１処置を確実に実施してから次の処置を
行うというルールが守られていない。再度ルールを徹底するよう周知したい。

点滴速度の速め方も急激だった。１時間の間で予定量に追いつこうとし、１時間後に見に行くつも 《改善策》 病室退室時は一番最後に点滴の滴下を確認する習慣をつける。 速度の速め方の見
りが忘れた。 １６時に点滴交換があるためそれまでの時間で残量を割り、ゆるやかに滴下を速め 直し（事例の背景・要因参照） 《所属リスクマネージャのコメント》 落ち着いて仕事をして欲しいの
れば確認に行くことを忘れても、次の点滴交換やその間で確認ができたと考える。
ですが、焦りと段取りの悪さがあるようです。一人で考え実施していますが、このような時は先輩に
相談をするように言ってみたい。１年目の反省会でも伝えていきたい。
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具体的内容
《内容》 点滴を６時間で落とすものを４時間で落としそうになった。 《発見経緯》 他の看護師が
ケアの時に気付いたため
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《内容》 点滴を詰める際に、冷内保存であるアデホスを詰め忘れてしまった。点滴内にインスリン
の投与もあったため、インスリンにとらわれてしまっていた。 《発見経緯》 冷内にアデホスが残っ
ているのに気づいた同職種者が発見した。しかし、すでに点滴は終了していた状況だった。

《内容》 点滴内に入れなければならないデカドロン１Ａを入れ忘れました。 《発見経緯》 翌日の
夜勤者が冷蔵庫に前日分の薬液が残っているのを発見した。
362

363

364

365

366

367

368

369

背景・要因
滴下調節の際に線上におちていることを確認できたため、滴下調節は確実と思い込んだ。 腕の
角度により、より滴下しやすい位置があったと考えられ、その確認が不十分であった。 滴下確認
がこまめにできていなかった。 確認する意識が時間に追われ、なくなっていた。→点滴を朝準備
するのに時間がかかり、検温が遅くなり慌てていたため

改善策
《改善策》 ゆとりをもって検温できるよう点滴を業務開始前に準備しておく。 点滴が線状になる
から確実に滴下すると思い込まない。 点滴をあわせた後も何度か確認する。（同室患者を訪室し
たときにのぞく） 《所属リスクマネージャのコメント》 上記の反省のとおりです。落ち着いて仕事が
できるように本人と何度も話し合っています。「怖さ」を感じ緊張しすぎていますので、その指導が
必要だと考えています。
日勤の食事交代の時で人が少なく、午前中の点滴を午後の遅番で施行した。患者からも「午前中 《改善策》 基本的な確認作業ができていなかったため、忙しくても確認作業は慌てず一つ一つ
に点滴すると聞いたけどまだなのか？」と、催促されたため、チームリーダーに確認し、点滴を詰 しっかり行っていく。特に点滴内に詰める薬液が多いときは慎重に行う。 点滴の確認作業は必ず
め施行した。 いつも冷内保存するものは「冷内アデホスあり」と書いたチケットを点滴と一緒に
最低３回は行う。 病棟でも何度かアデホスの詰め忘れがあり、チケットを点滴につけるようにして
セットし、注意を引くようにしていたが、このときはカートに入ったものを直接出して薬液を詰めた。 いたのでこれまでどおり行なっていった方がよいと思った。 《所属リスクマネージャのコメント》 冷
内薬品を注入することを忘れないように、皆で決めたことをに依存するのでなく、伝票もしっかり見
る確認の習慣が必要。
ターミナル期の患者様で、１０日付けの点滴から点内に塩酸モルヒネを入れることになっており、 《改善策》 確認方法の再確認が必要→集中力が欠けているときこそ十分な確認を怠らないように
麻薬ばかりに気を取られていた。 また、仮眠した直後に点滴の準備をしたので頭がボーっとして する。 麻薬入りの点滴は０時交換なので、それ以降に仮眠に入るようにする。 また、仮眠後や
いた。
疲れているときは他人の目でも確認してもらうように心がける。 《所属リスクマネージャのコメント》
確認不足。チェックするときは何度かあったのに、それが活かされていない。決して大丈夫と思わ
ないこと。
１．指示棒が挟まっていたが、鎮痛剤の追加指示だけだと思い込んでいた。 ２．夕方の記録時に 《改善策》 なんと言っても自己の確認不足であり、緊張感を持って業務にあたれていない。もっと
注射指示票を見ており、ＩＶＨメニューのチケットシールが貼られていたのをなんとなく覚えている 緊張感を持って業務にあたる必要がある。また、情報収集や記録をする際は気持ちに余裕を持た
が、追加指示は無いものと思い込んでいる、ＩＶＨは、前日の準夜で交換されているため、事後と思 せる。 一度（朝）見た指示簿は目に焼き付ける。 思い込みの傾向に注意する。 データを把握す
い内容まできちんと確認していない..等の理由で全く気づけなかった。
る。 当日の追加指示は、なるべく口頭で指示をもらえるよう医師と調整する。 《所属リスクマネー
ジャのコメント》 「変更したから」という言葉が一番良いと思う。ほかは報告者と同様。

《内容》 当日の朝、患者の情報収集をした後、主治医とその患者のペインコントロールについて
会話をした。会話の中で、「じゃあ、ロキソニンの効きが悪いなら、ペンタジンの追加指示を出して
おきます。」というやりとりをした。その後業務についたため、カルテは見なかった。 １４時頃、患者
が痛みを訴えたため詰所に戻り、患者のカルテに指示棒が挟まっているのを見た。朝のやりとりを
思い出し、疼痛時の指示の追加のための指示棒と思い、指示棒をはずし、ペンタジンの追加指示
を確認した。医師はその際、注射指示票にＩＶＨ内へメディジェクトＫ１Ａ追加の指示も出していた
が、それには気づけなかった。 １６時頃自分の受け持ち患者の注射カートをすべて確認し、処置
台の上も清掃したが、薬品がなかったため、そこでも気づかなかった。夕方カルテ記録の際、注射
指示票を見ているが、追加指示に気づかなかった。準夜に入り、準夜勤務者がＤＷ内に薬局から
薬品が上がってきているのを見つけたが、ストック薬品が複数あったため後でと思い、処置台に乗
せる。 ２１時、準夜の受け持ち看護師がカルテを見た際、追加薬品に気づいて連絡を受け、指示
の見落としが分かった。その後、当番医に報告して当日のメディジェトKは中止となった。 《発見経
緯》 準夜勤務者が、２１時にカルテを見て発見した。
《内容》 当日手術が３件あり、３件とも午後手術終了予定だった。そのうちＡさんの手術出棟術後 昼休憩時間と重なり、慌てて術後物品チェックを行っていたことで、患者様の名前を確認せずに採
受け入れ・Ｂさんの１５時の手術出しの役割を任っていた。Ａさんの手術後の部屋の準備を行った 血スピッツを用意した。
時間は、１１時３０分頃だった。 ２時間経っても検査結果がでていないことに気づき、確認したとこ
ろ、採血スピッツの保管場所にＡさんのスピッツが残っていた。画面上で帰室していないＢさんの
採血結果がでており、ＡさんとＢさんの採血スピッツを間違えたことに気づいた。 《発見経緯》
腎摘出術を受けた患者Ａさんの術後の検査データが（血液ガス・生化・血算）至急で出しているに
もかかわらず、２時間経過しても画面上に出てこなかったため、検査室に問い合わせたところ、未
提出であることが分かった。先輩に確認するように指摘され、Ａさんの採血スピッツが残っていない
か探したところ注射台の上にＡさんのスピッツが残っており、腸切除中であるＢさんのスピッツ（血
液ガス・生化・血算）がなくなっていることに気づき、採血スピッツ間違いを発見した。

《改善策》 採血スピッツの氏名は字が小さく見にくいため、別のメモ用紙などに日時・時間・名前
を記載することで確認しやすくなるため行っていく。 患者様に関わるものには、必ず名前を確認し
てから準備する。 《所属リスクマネージャのコメント》 技術研修で学んだことの確認が、まったく
生かされていない。改善策に記載されているメモ用紙を使用しても、基本的な３回の確認がされな
ければ同じである。忙しい時ほど基本的なことを忘れないようにしてほしい。

《内容》 当日入院のカテーテル検査の患者様。朝、夕で血糖チェック、インスリンの決めうちをして 夕食前の血糖チェック、インスリンがある事をいつも書く情報収集用紙の処置の欄に記入していな 《改善策》 自分の情報収集用紙を見直し、必ず時間ごとに行なうことなど決まった場所に記入し、
いた。カテーテル後、昼食を１７時３０に摂取終了。１８時に夕食が配られたが、すぐには摂取しな かった為、見落としてしまい、本人へ伝えるのを忘れてしまった。 右手が枕子固定されており、い もれを防ぐカテーテル患者の場合、インスリン指示表もない為、より慎重に情報をとり本人にも確
いとの事で夕食をベットサイドにおいた。 ２０時のラウンド時には夕食を食べ終わっていた。その つも行なっている血糖チェック、インスリンが自分でできないという認識がかけていた。 準夜で初 認していき、圧迫されている為、自分でできないという認識を持つ。 《所属リスクマネージャのコメ
時情報収集の紙をみて、夕食前の血糖チェック、インスリンを施行していない事に気づき、Ｄｒへ報 めてみる患者が多く、一人一人の事が頭に入っていなかった。 また、まわり始めるのが遅くて
ント》 昼食が１７：３０頃に食べた時点で、夕食前のインシュリンをどうするか確認しておくべきで
告。本日の血糖チェック、インスリンはなしで可との指示うける。 《発見経緯》 血糖チェック、イン 焦っていた。
あった。当日入院で当日カテーテルの患者様でインシュリンが必要な患者様は多い。今後、情報
スリンを施行していた。カテーテル後、昼食を１７時半に摂取終了。１８時に夕食が配られたがすぐ
をもっとわかりやすくする方法を検討していきます。
には摂取しないとの事で夕食をベットサイドに置いた。２０時のラウンド時には夕食を食べ終わって
いた。その時、情報収集の板をみて夕の血糖チェック、インスリンを施行していない事に気付い
た。
《内容》 糖尿病があり、ベイスンとオイグルコンの内服をしていたが食事摂取が進まず中止してい 実際の指示を見落とし、思い込みで内服のセットをしてしまった。 一人でセットし、その後他のス 《改善策》 看護師でセットしたときは、必ず薬剤師に確認してもらうように依頼する。 薬剤師がい
た。食事摂取が進んできたため○月１１日夕から内服再開の指示があり、ベイスンは食前薬の箱 タッフ（病棟薬剤師を含む）に確認を依頼しなかった。 ベイスンが１錠であり、オイグルコンも１錠 ないときはチームの看護師に確認を依頼し、２重に確認できるようにする。 配薬時は処方箋と薬
に入れ、オイグルコンは実際６錠分３であったのを、指示の見落としで３錠分３でセットしてしまっ だと思い込んで処方箋の毎食後は確認していたが、６錠分３というところまで確認していなかった。 を照らし合わせ、確実に毎食何錠内服するのかを確認して渡す。 《所属リスクマネージャのコメン
た。 その後○月１６日に定期処方を病棟薬剤師がセットするときに、それまでのセットが間違って
ト》 血糖値が殆ど問題なかったために、間違いに気付かず１週間弱が経過したとはいえ、配薬時
いることに気付いた。医師に確認し、血糖値も安定しているため今後も３錠分３で内服していくこと
に処方箋を確認していないことが問題。配薬時には処方箋と照合して行うように指導します。
となった。 《発見経緯》 病棟薬剤師が定期処方をセットする際、それまでのセットの間違いに気
付いた。
《内容》 糖尿病のある患者に手術後、点内インスリン追加指示があったが、指示の見落としから 朝一番の手術患者であり、深夜勤務者がカルテ車からその患者のカルテを出棟用によけていた 《改善策》 ＯＰや検査でカルテが不在になることが予想される患者の情報収集を先に確実に行
インスリン未混入のまま点滴投与した。 《発見経緯》 深夜勤での情報収集中に前日の指示の見 ため、手術前の指示確認がカルテからできていなかった。指示簿、注射指示表、血糖指示書のコ う。 血糖コントロール中の患者の指示は皮下注スケールと点内スケールの２枚にわたる為、点滴
落としに気づいたため
ピーがあり、帰室時に点滴を準備する際は注射指示表のコピーと伝票で確認したが、その際に血 開始時は特に注意し、前勤務者と一緒にカルテで申し送りする。 あいまいな指示は思い込みを
糖指示書を確認していなかった為、インスリンを追加せず点滴をつないでしまった。 医師指示書 せず、必ず確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 オペ出し直前でカルテを直接確認して
に内分泌内科の主治医より血糖管理指示書３ー１に「本日インスリンなし」と記載があったためこ いなかったこと、医師の「本日インスリン（内服）なし」を「すべてのインスリンがなし」と判断してし
の印象が強く、別の皮下注射インスリン指示書３ー２に点内指示があると思わず、確認していな まったことが原因で起こってしまった。内容確認は複数で確認を行うこと、紛らわしい指示のときは
かった。 帰室後忙しく、カルテからの指示の再確認もできていなかった。また、今までは点内追加 医師に確認すること、確認するときには気を落ち着かせてから行うことを指導しました。
指示がある場合、前勤務の看護師より注射指示書に「ＨＵＲ□Ｅ」と鉛筆書きで送られることが多
かった為、そこで気づくことが多く、頼っていたのも一因と考える。
《内容》 透析を行う患者に対し、透析室にて行うはずの抗生剤を誤って、透析前に施行してしまっ カルテ上での情報収集の時点では、透析室にて行う注射薬であることを理解していたが、事前に 《改善策》 透析での経過や使用薬品などの情報収集を丁寧に行なう。 透析日の患者の注射薬
た。 《発見経緯》 深夜勤から日勤への申し送り時に、日勤勤務者が注射処方箋の確認をしたと 透析室に持っていく準備（別のところにおいておくこと）を怠ったため、他患者の朝の抗生剤と一緒 は、透析室で行うものと病棟で行うものをしっかりと区別しておいておく。 カルテ、処方箋、薬品の
ころ、透析室にて行なうはずの抗生剤の施行印が押してあったため、発見することができた。
に準備を行い、流れ作業化してしまったため無意識に施行してしまった。
確認を丁寧に行ない、何をいつ使うのかを明確にし、施行する時間を処方箋に記入して確認を行
なっていく。 《所属リスクマネージャのコメント》 透析療法の基本知識が不足していたと思いま
す。病棟間で勉強会を行ない、統一したいと思います
《内容》 透析を終了する時、針の刺入部のテープをはがしてから針を抜くところを、実際にはテー ルート固定に余裕がなかったこと、頻回の臥位⇔坐位の繰り返しによって、針が抜けやすい状況 《改善策》 希望される固定の位置よりも余裕を持たせて固定する。 固定する際は肘関節をしっ
プをはがす前に針が抜けてしまった。 《発見経緯》 穿刺部位からの出血
になったと思われる。 また、穿刺部位を固定するテープがメッシュとなっており、抜針しかけてい かり伸展させてから固定をする。 患者様に、余裕を持たせる固定の必要性と抜針の危険性を説
ることに気づくのが遅れた。 抜けかかっていることに気づいてからの対処が遅れた。
明する。 透析終了時は穿刺部位から目を離さない。 透析終了時もルートに余裕を持って行う。
《所属リスクマネージャのコメント》 テープ固定方法を患者様自身で希望されることもあるため今
回の例を通して、双方にとって安心して透析が終了するように上記対策を行っていくようカンファレ
ンスで話し合いました。
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具体的内容
背景・要因
《内容》 透析を中断しトイレへ車いすで移送した。トイレ後はナースコールを押すよう説明した。
患者は体調不良であったため、血圧がさがりやすい状況であった。 返血、補液にて昇圧図った
ナースコールが遅いので様子を見に行った。患者はしゃがみこんでおり、『フラッとしてしゃがみこ が、不十分であった。
んだ』と。Ｄｒ診察し、念のためＣＴ撮影。問題なかったため、透析を再開した。 《発見経緯》 患者
の帰りが遅いため、見に行った。
《内容》 透析開始時より投与されるべき注射薬が投与されていなかった。そのため、発見された 透析技士がシリンジに詰めた抗凝固剤にエルシトニンが入っていると思い込み、実際に入ってい
透析開始３時間目より投与される。 《発見経緯》 透析開始３時間目、透析終了後に投与する注 るかどうかの確認をしなかった。 また、注射処方箋の詰め印と施行印が押されているかどうかの
射薬を確認した際、透析開始時より抗凝固剤とともに時注されているべき注射薬が残っているの 確認もしなかった。
を見つけたことで発見できた。
《内容》 透析終了（ダブルルーメン）の介助についた際、注射が無いか物品かごを確認したが見 ・物品かごの中身を見たつもりだったが、しっかりみていなかった。また色々な物が入って、重なっ
あたらず、カーデックスにも注射の記載がなかったため、投与薬剤がないと思い、薬剤投与せず透 ており見つけられなかった。 ・初回投与でカーデックスの記載がなく、注射がないものと思い込ん
析が終わった。 しかし終了後に、介助を代わった受け持ち看護師が物品かごの中に注射が残っ でしまった。 ・体重係をしながら（合間をみて）透析終了の介助についており、あせっていた。
ているのを発見し、投与忘れとなり、ダブルルーメンより技師にて投与した。 《発見経緯》 受け持
ち看護師が物品かごの中に注射が残っているのを見て、発見できた。
《内容》 透析終了時、血液を返血する際に静脈側の針を動脈側と間違えて抜針してしまった。
動脈側の血管と静脈側の血管のルートの確認を怠ってしまった。
抜針した瞬間針から出血してきた為、間違えたことに気付き、持っていたルートをその場でつま
み、出血しないようにした。すぐに透析機器を操作していた臨床工学技士に伝え、残っている穿刺
部位に接続し替え、返血を行った。 《発見経緯》 看護師本人が処置の手技を間違えた。
《内容》 透析終了時指示が出ている薬剤をカーデックスと伝票で確認し投与した。投与後実施印 投与者本人の確認が不十分だった。指示を見落としていた。 薬剤が１種類だけ夜間にオーダー
の確認をしたところ、オーダー控えにもう１種類オーダーが出ていることに気づいた。さらにカー
されており、体制上翌日が平日の場合は翌日の１４時までに払い出しされてくるが、祝日のため
デックスを確認したところ、指示を見落としていた。発見したときは抜針した後だった。薬剤はベッド 翌々日の払い出し物品のなかにあり払い出しされてなかった。 指示を受けた時、翌日の薬局の
サイドに無く薬局から取り寄せてなかった。 《発見経緯》 注射投与後再度オーダー控え、カー
体制を考慮せずにいた。
デックスを確認したところ、指示を見落としていたことと薬剤が無いことに気づいた。
《内容》 透析前にレントゲン撮影の指示があったが，撮影をせずに透析室へ行ってしまった．１３： ・祝日であり，検査等はないものだと思い込んでいた．カルテでの情報収集が不十分であった． ・
３０頃検査室より確認の電話があり，レントゲン未撮影であることが発覚．主治医に報告し，透析 透析室へ患者を移送しようとしたが，医師の診察と重なり，予定時間より遅くなってしまった．その
後に撮影となる． 《発見経緯》 検査室からＴＥＬあり発見
ため焦っており，出発前にカルテの最終チェックを行なわなかった． ・透析室での申し送り時，透
析室の看護師と本日の指示，レントゲンのダブルチェックを行なわなかった． ・週初めの透析日
は，透析前にレントゲン撮影があることを理解していなかった．
《内容》 同じ検査を受ける患者が２名いた。検査室より呼び出しがありＩＤを持った。訪室前に別の
用事を行いその後、患者に声をかけるために訪室した。しかし、同じ検査を受ける予定の呼び出さ
れていない患者の病室に行き、そこでＩＤと患者氏名を確認せず検査に行ってもらった。 検査室よ
り、検査にきた患者とＩＤが違っていると連絡がきた。その患者には検査を行ってもらい、その後、
別の患者には後から検査を行ってもらうことになった。 《発見経緯》 検査室で、ＩＤナンバーと患
者が違っていることに気が付いた。
《内容》 同じ日に生まれた児がいた。一人はアレルギー対象であり、臍帯血を採取した。その臍
帯血のオーダーを隣で生まれたもう一人の児で行ってしまい、それに気付かず提出してしまった。
《発見経緯》 臍帯血採取・提出済みとなっていた為医師が検歴をみたが、データもオーダーもな
かった為。

マニュアル上、患者名を言ってもらい本人であることを確認する必要があったが、確認が不十分で
あった。

・忙しさで業務が煩雑になっていた。 ・声を出して確認するという基本を怠っていた。 ・同時期の
出生である為の注意を欠いていた。 ・カルテとラベルの確認を怠っていた。 ・分娩担当者にもう
一度返し、確認するという作業を怠っていた。
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《内容》 内服薬を看護師管理にしていた患者様の昼分の内服薬を準備し忘れており、次の勤務 最初の情報収集の時点で、薬を看護師管理で行っているのか把握していなかった。 他の患者の
者が夕分の薬を準備するときに、配薬車内に昼分の内服薬が残っているのを発見する。他の受け 配薬車は見ていたが、全患者の配薬車を見ていなかった。 最後にもう一度、配薬車の中を残薬
持ちの患者様の昼分の内服薬は準備しており、内服していたが、この患者様の分のみ準備してお がないか確認していなかった。
らず無投薬となった。 《発見経緯》 次の勤務者が夕分の内服薬を準備しようとしたときに、昼分
の内服薬が配薬車の中に残っているところを発見する。
《内容》 内服薬を配薬車にセットする際に「○月２２日から内服再開」であった薬を、「○月２１日
内服再開」と記載してしまった。そのため、準夜勤務の看護師が○月２１日夕食後に配薬してし
まった。 《発見経緯》 準夜勤務の看護師が、夕分の内服薬を患者様に配薬した後、カルテにて
指示を確認したため。
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改善策
《改善策》 透析を中断し排泄へ行くときは患者の状態を観察し、細心の注意をはかる。 危ないと
きは、床上をすすめる。 《所属リスクマネージャのコメント》 透析中の不安定な状況から座位に
なって移動するということは、安全性からみても注意が必要であった。過去にこのようなインシデン
トがなかったため認識が薄かったようだ。また、トイレが遠いため今後の対応には充分な検討が必
要である。とりあえず、近くにいて安全な対応がとれるような体勢でいくようにした。
《改善策》 同職種・他職種を問わず、抗凝固剤にエルシトニンが入っているかどうかを、声をかけ
て確認する。 また、注射処方箋の詰め印と施行印を見て、エルシトニンが入っていることを確認
する。 これらのことは、エルシトニンに限らず、開始時より投与する薬剤についても確認する。
《所属リスクマネージャのコメント》 薬剤の未投与は確認不足から起こることが多い。チームで行
うときは相手との信頼関係は大切だが、特に薬剤に関することなどはお互いに確認しあうことは重
要なことである。決められたことを自己責任で実施していくように指導した。
《改善策》 ・物品かごの中を確実にみて見落としがない様にする。ものがいっぱい入っているとき
は、１つずつ全て中身を確認し、注射が残ってないか確認する。 ・カーデックスに記載がないとき
は、業務板で注射が届いてないか確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 同じような事例
が続いている。システムの問題が考えられるが他の業務との調整があるため、今回は本人に十分
注意するよう指導した。
《改善策》 終了の手技に入る際には血管の走行を確認し、動脈側の血管と静脈側の血管のルー
トを透析機器から目と手で確実に確認しなければならない。 《所属リスクマネージャのコメント》
最近はこの事故がなかったので安心していたが発生した。定期的に過去の事例を出して認識の
周知をはからなければならない。個人にも注意を促した。
《改善策》 投与する時はカーデックス、オーダー控え、注射処方箋の確認を行ない、薬剤がきて
いないことにも気づけるようにする。 指示受時、翌日の薬局の体制を考慮し事前に薬剤をうけて
おくことや、薬剤がまだ届いていないことがわかるようにしておく。 《所属リスクマネージャのコメン
ト》 実際には当事者の前に指示受けをしたスタッフがいる。指示受けをした時点で薬剤に関する
ことに関心が向けられなかったことも原因の一つである。このことは経験の浅いスタッフには教育
が必要である。また、当事者は周囲も見れているので今後充分気を付けて行うことと、若いスタッ
フにも今度のインシデントに関することを周知させ教育して欲しい。
《改善策》 ・平日／休日関係なく，カルテの指示簿をしっかり確認する． ・少しの時間の遅れで焦
らず，出発前に今日の指示を最終確認する．だいぶ遅れるようなら電話連絡するようにする． ・
透析室での申し送りでは，透析室の看護師と指示のダブルチェックを行い，もれを防ぐ． ・透析患
者はほとんどの場合，週初めにレントゲン撮影があることを理解し，今後注意して指示をみてい
く． 《所属リスクマネージャのコメント》 透析の患者の場合には、必ずレントゲン撮影の指示がな
いか確認するように指導した。指示は、一般の指示と透析室からの指示の２枚を必ず確認するよ
うにする。
《改善策》 マニュアル通り実施できていなかった。確認事項を必ず実施する。 別の用事で中断さ
れた業務は落ち着き、再確認を行ってから実施する。 《所属リスクマネージャのコメント》 検査室
で再度確認をしていただいたので、間違いを防ぐことができた。患者の氏名と顔を知っている看護
師が氏名を名乗ってもらうことに抵抗を感じたり、省略してしまうなどのことが多いようであるが、間
違い防止のためにできることを実践するという意識をもっと育成する必要がある。カンファレンスの
たびに伝えるというような刺激の与え方が必要かと思う。
《改善策》 ・カルテとラベルを確認する。 ・分娩担当者に確認してもらう。 ・忙しい時こそ一呼吸
おいて仕事にかかる。 ・同時期の出生には十分注意を図る。 ・採取後すぐスピッツに名前を記
入する。 ・声を出し、画面とラベル、カルテの確認を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 分
娩介助者のほかに２名の外回りの助産師がいた。原因は１．この２名の声かけの不足、２．この２
名の責任の所在が不明確（よかれと思って手助けしすぎた）３．本来の分娩介助者への報告の不
足からなるように思います 日頃から絡み合ってする仕事には「声かけ」をするように指導してい
ましたが、多忙によりできませんでした。 今回の私の指導は、「緊急性」のないものなのだから、
急ぐことはなく勤務帯のなかで本来の責任者が行なうと良かった。または、他者が確認後に提出
することでもよかったと言いました。
《改善策》 基本を振り返り、最初の情報収集で薬の管理を把握する。 内服確認できるように、メ
モをつけて終わったらチェックできるようにする。 受け持ちだけでなく、全患者の配薬車を見るよう
に習慣付けていく。 配薬後、勤務終了時に残薬がないか確認する。 忘れないように行動計画の
中に予定を入れる。 《所属リスクマネージャのコメント》 患者の情報収集を行う場合に、必ず自
己管理か看護師管理を確認する。また、配薬車の使用患者氏名をチーム患者名を確認するよう
に指導しました。行動計画書を活用するようにする。
《改善策》 作業を途中で中断しなければならない時には、その作業を再開する前に、もう一度カ
ルテの指示を見直してから取り掛かること。もしくは、（優先順位を考えた上で）はじめに取り組ん
だ作業を完全に終えてから次の作業に取り掛かること。 また、確認するための用紙を記載する時
には、「カルテの指示と、セットしたものと、記載した用紙」を照らし合わせて、書き写しの間違いが
ないかを確認すること。確認の仕方として、日付だけでなく、曜日・時間まで、見ること。 自分のミ
スがチームの他メンバーのインシデントを誘発するものとなってしまったため、１つのミスが次のミ
スを引き起こし、大きな事故につながことを再度自覚すること。 《所属リスクマネージャのコメント》
作用を中断した後で再開した際に間違いが起こりやすいのは、よく言われることである。この事例
から再度スタッフに注意を喚起して行きたいと思います。

医師から「○月２２日（水）より内服再開」の指示を受け、内服薬をセットしようとした。そこへ他の
仕事が入ったため、内服薬のセットを中断し後回しにした。３時間後、内服薬をセットする時に水曜
日の枠からセットし、内服内容と内服開始日を確認するための用紙を記載した。 しかし、内服開
始日を記載する時に「内服薬をセットしなければならない」ということだけを考えていたことと、「内
服開始の日付・曜日・時間」をもう一度カルテをみて確認しなかったため、「○月２２日（水）より」と
いう指示を「○月２１日より」と間違えて記載してしまった。 それを見た遅番が、内服薬を準備する
時に火曜日の枠に薬がないのをみて、水曜日の枠から抜き取って準備をしてしまった。準夜勤務
の看護師は、準備されてある薬と確認のための用紙をみて、○月２１日の夕方から内服させてし
まった。準夜勤務の看護師が患者様に内服させたのち、カルテにて確認すると、22日からの内服
薬であったことが分かり、医師に報告した。
《内容》 内服量が日によって変わる内服薬は，指示が出たときに小さな箱（部屋番号，名前と薬 薬を渡す時の氏名と薬剤の確認が不十分であった．
《改善策》 薬を渡すときには氏名と薬剤を確認できるもの（伝票など）を持って訪室し，患者に名
剤名を書いた紙が付けてある）にセットして配薬車の上に置き，内服時間に配薬することになって
乗ってもらってから内服薬を渡す． 《所属リスクマネージャのコメント》 勤務異動になり、システム
いる． 配薬車の上にあるセット薬を自分のチームの患者のものと思い込み、カートに乗せて２１
が変わったといえ、氏名の確認をする基本的なことが出来ていない。
時のラウンドをはじめた．今日から内服量が減量になり，眠前の内服が無くなった患者から「今日
は薬ないの？」と聞かれ，カートの上に乗せた箱から内服薬のみを持って患者の元へ行き，薬を
渡し，過剰投与に至った． 《発見経緯》 実際に配薬するはずの患者の内服薬が無くなっている
ことに他のスタッフが気づき，違う患者に内服させていたことを発見した．
《内容》 日勤フリー（Ｂ）が昼食後の内服薬を配薬することになっている。フリーではないスタッフ 配薬後の配薬車の確認不足
《改善策》 全ての配薬が終わった後、配薬車の中に残っているものがないか確認する。 《所属リ
（Ａ）が昼食後薬の配薬を開始していたため、Ｂが途中で交代し、配薬を続けた。Ａから「患者Ａさん
スクマネージャのコメント》 業務を途中で交代をするときは、口頭で申し送りをするのではなく、そ
まで配薬終わってます」と引継ぎがあったが、次に配薬すべき棚を見落とし、一人の患者の無投薬
の場（配薬車の前）で申し送ることが大切です。やりっ放しの業務が問題です。
が発生した。 《発見経緯》 準夜帯の勤務者が、夕食後薬の配薬時に配薬車に昼食後の内服薬
が残っていることを発見したため。
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具体的内容
《内容》 日直時ベビーのガスリー採血が３名あったが、そのうちの２名が採血量不十分で、翌日
再採血となった。 《発見経緯》 検体検査室にて当直時のガスリーの整理をした際
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背景・要因
改善策
ベビーの採血に不慣れであった。（日直時のみ）２名とも血液がすぐに出なくなってしまい、非常に 《改善策》 ベビーの採血方法、ガスリー検査について再度復習し、以後このような事が起こらない
苦労した。１名は３回、もう１名は２回ランセットで穿刺、採血を施行したが、なんとかできそうな量 ように努力します。 《所属リスクマネージャのコメント》 通番６９９９と同一の事例。 児によっては
が採取できたと自分では考えた。
血液が出にくく、何度もランセットで穿刺の必要な場合がある。 「何度も刺すのはかわいそう」とい
う気持ちが出てしまったようだが、確実に十分量を採取しなかったことによって、結果的に患者の
負担となり、関係者（家族、医師、看護師、検査担当者その他）にも不要な手間をかけてしまうこと
を認識して検査に当たらなければならない。
《内容》 日齢８日目 ４５３ｇ ２３ｗ６ｄ 超低出生体重児 リーダーが児を観察時、点滴ルート浮 児の皮膚は湿潤しており、テープが剥がれやすい状態だった。保育器加湿７０％と、やや高めの 《改善策》 児の皮膚はテープが剥がれやすいため、はがれにくいステリーテープを刺入部に一枚
いているのに気付く。点滴固定見直すと、点滴ルート１０ｃｍ固定が５ｃｍほどしかルートが入って 湿度であった。児の体動激しい時もあった。 点滴固定されていたが、ルートを全部覆ってテープ 貼り、クロスで固定し引っ張られないよう最後固定した。その上にテガダームを貼り刺入部固定し、
いなかった。医師に報告し、レントゲン確認したところ１ｃｍどしか入っていなかったため点滴抜去し 固定するのが本来の固定方法だったが、ルートの一部が固定されていなかった。 児の点滴ルー ルートの重みに対し、ルートの接続部まで固定をした。ルートが引っ張られないようにするには刺
た。その後、新しくルート入れ替えた。 《発見経緯》 リーダーが点滴ルート確認時、ルートが浮い トはダブルルーメンを使用しており、点滴ルートの重みを考えた固定、ルートが引っ張られる事を 入部と逆方向に固定をし、点滴抜去の対策をした。 児の体動、加湿に対して、適宜細かく観察し
ているのに気付き医師に報告した。レントゲン確認するとほとんどルート抜けており、点滴抜去し 考えた固定がされていなかった。
ていき、固定が浮いているようなら固定をしなおす必要がある。 《所属リスクマネージャのコメン
た。
ト》 超未熟児のＰＩカテーテル管理は非常に難しい。ルートの固定に関しては、再検討していきま
す。
《内容》 入院１日目の患者で、普段から使用しているインスリン注射（イノレット）をそのまま続行 患者は高齢ではあるが、痴呆もなく理解力が十分にある状態であった。またその妻も同様に理解 《改善策》 ・薬品名の確認はアルファベットまで確認する。 ・自立している患者の場合でも、確認
するという指示で、指示簿にはＤｒが（イノレットＮ）と記載していたが、実際に患者が使用していた は十分に得られる状態であった。看護師は、空腹時血糖値とインスリンスケールを指示簿で照ら は怠らない。 ・薬効の違いを再確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 本事例において
のは、（イノレット３０Ｒ）であった。施行時、患者本人と妻との３人で投与量を確認したが、薬剤（イ し合わし、患者と患者の妻との３人で薬品名（「イノレット」まで）、投与量の確認をした。 また、患 は使用薬剤が間違っていたわけではなく、医師の記入ミスである。しかし、施行にあたり指示簿に
ノレット）のアルファベット（ＮかＲか）まで確認ができていなかった。 《発見経緯》 次勤務者が、朝 者の自立度を確認するため、投与中の手技を隣で見ていた。毎日自宅で本人が使用しているも て発見できなかったことは、確認行動に問題があるので注意、指導しました。
のインスリン注射施行前に確認したところ、指示簿に記載されている薬剤名（イノレットＮ）と実際の のであり、その薬剤が指示簿に記載されている通りのものだと思い込んでいた。 イノレットＮとイ
薬剤名（イノレットＲ）が違うことに気付いたため。
ノレットＲの違いについても知識不足であったため、確認があまかった。
《内容》 入室の手伝いに入っていた。医師より本体の注射指示が出たため、指示簿を印刷し、薬 指示簿を印刷し、それを見ながら注射の準備をしたにもかかわらず、きちんと指示簿を見ていな 《改善策》 指示簿の確認の仕方をもう一度振り返る。 基本にもどる。 投与直前、投与後の確認
品の準備をした。準備した時点で指示簿をしっかりと確認しておらず、１０％のブドウ糖の指示で かった。初歩的なミスであった。 また、引継ぎの時間も近かったこともあり、急いで早く仕事を終 を怠らない。 《所属リスクマネージャのコメント》 本人が述べているように確認不足です。薬剤使
あったが、間違って、５％のブドウ糖を準備してしまい、その間違いに気づかず投与を開始してし わらせたいという気持ちが私の中にあった。 ＩＣＵに来て、２年目になり仕事も覚えてきた中で、基 用にあたって決められた確認行為を行っていれば、気が付けることだと考えます。
まった。 《発見経緯》 病棟ストックの薬品が注射室からあがってきた時、濃度の違うブドウ糖が 本がおろそかになっていた。
あがってきた為、ストックの定数が合わなかった。そのため、薬品係が調べたところ、指示された濃
度と違うブドウ糖が患者様に投与されていたことが発見された。
《内容》 尿定性実施時に、２科受診の患者が続けて到着し、番号を連番で付けたにもかかかわら 直接的な要因は、当事者本人の確認ミスであるが、現在の尿定性、尿沈渣のシステムはスピッツ 《改善策》 尿定性実施時に注意深く番号がずれていないかどうか確認する必要があると思いま
ず、うっかりしていて１つ飛ばして次の患者様の検体をスピッツに入れてしまい、その後の検体が にバーコードラベルを貼ってのバーコード管理ではなく検体番号だけで管理している為、番号がず す。 また、検体をバーコード管理すれば、このようなミスは防げると思います。 《所属リスクマ
１つずつずれてしまった。 それに気が付かず尿定性、尿沈渣を実施してしまい、至急の患者様の れても気が付かないことがある。
ネージャのコメント》 対策にあるように、沈さ用スピッツもバーコード管理できればいいのだが、現
結果が間違ったまま報告されてしまった。別の技師が気が付いたときにはすでに診察も終わって
在のシステムではスピッツ用のバーコードを再発行しなければならない。 今回導入されることに
おり、薬も処方されたあとであったが、幸い患者が職員で院内で勤務していた為、直ぐに主治医か
なったオートラベラーで２重ラベルの発行をし、１枚を尿コップに、もう一枚をスピッツ用にできない
ら連絡をしていただいた。 《発見経緯》 尿定性実施時に番号が１つずれていることに気が付い
か検討中です。
た。
《内容》 尿量減少のため、アルブミン＋ラシックスの指示が出ていた。口頭の指示でアルブミン終 耳鼻科処置のさい尿量不足であるとの申し送りがあり、利尿剤の指示を口頭で受ける。そのため 《改善策》 基本的な注射伝票の確認を必ず行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 基本の注
了後ラシックス０．５ｍｌを注射したが、ＫＮ３Ｂ２００ｍｌ＋ラシックス０．５ｍｌのオーダーとなってい
実際の入力ラベルは受け持ち看護師が持っていき見ていなかったが、指示があることを知ってい 射伝票の確認ができないのは、経験年数のある看護師としてはずかしい。恐怖感をもって責任あ
た。 《発見経緯》 ＫＮ３Ｂ２００ｍｌ＋ラシックス０．５ｍｌの指示であったが、ＫＮ３Ｂ２００ｍｌが残っ た。 ナースコールがあり訪室すると、アルブミンが終了していた。ラシックスを注射することを知っ る仕事をするように指導する。
ていたのを発見
ていたため、ドクターの口頭指示にてラシックス０．５ｍｌですね、と確認して施行した。 オーダー
上、ＫＮ３Ｂ２００ｍｌ＋ラシックス０．５ｍｌとなっており、注射伝票を確認していなかった。
《内容》 熱発、反回神経麻痺による咽頭不快感を主訴とし、精査目的で５日ほど前に入院した患 ・指示簿の確認不足。 ・勤務前の情報収集に時間がかかっており、時間がないと焦った。 ・前日 《改善策》 ・時間がなくても焦らず、指示簿の確認を行う。 ・腎機能をどの観察により評価してい
者がいた。 当日深夜業務をしており、情報収集に時間がかかっていた。受け持ち患者のうち最後 患者を受け持っており経過はあまり変わらないだろうと情報収集に時間をかけていなかった。 さ るのかを踏まえて情報収集を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 情報収集に時間がか
にこの患者の 情報収集をした。前日日勤でこの患者を担当していたため、経過的にあまり変わり らに前日の日勤でも水分出納の推移は情報を取っていたが、体重の推移を把握できていなかっ かっていたため焦っていたようであるが、時間の有無にかかわらず、指示は確実に確認していくべ
ないと思い、時間もなかったため十分指示を確認しなかった。 患者は数年前腎移植をうけてお た。 ・主科（循内・心外）の患者では尿量測定、水分出納での評価が終了すると毎日体重測定を きである。
り、水分出納・体重測定毎日施行の指示が出ていた。尿測の指示は確認できていたが体重測定 して評価することが多いため、尿量、水分出納を観察していればよいという思い込みがあった。
の指示を確認できておらず、朝食前に測定できなかった。 《発見経緯》 カルテに記録中、フロー
シートを見て未実施に気付いた。
《内容》 脳血流検査を施行しようとしたが、検査用に購入した放射性医薬品が不良品（薬品メー 薬品メーカーの管理不備
《改善策》 薬品メーカーへの管理徹底の申し入れ 《所属リスクマネージャのコメント》 薬品メー
カーに確認）であることが検査前に確認されたため、検査を中止し別の日に変更したために、患者
カーへ原因究明とともに、迅速な連絡および再発防止を求めた。
には再度来院していただかなければならなくなった。 《発見経緯》 同検査を他の患者に施行した
ところ、購入した検査用医薬品が不良品であることが判明したため。
《内容》 脳梗塞の患者で、ワーファリンコントロール中であった。本来、夕食後に内服すべき薬剤 ・勤務時間の３０分以上前に出勤し情報収集・事前準備をしていたが、窓口に患者・家族の訪問 《改善策》 ・情報収集用紙の見直し ・準備忘れ・確認不足であるため、忙しい時ほど情報収集
を内服させ忘れ、患者が覚醒していた為６時間遅れで内服させた。 《発見経緯》 準夜から深夜 が多く、その対応のため情報収集・事前準備に集中できなかった。 ・情報収集用紙は病棟患者 したワークシートを見る。 ・情報収集・準備・確認の時間が勤務時間内に十分取れないので時間
への申し送り時、夕分のワーファリンを内服させていないことに気が付いた。
ワークシートを使用している為、３枚にわたっていた。経時的に必要事項を記入する欄を設けてい 外に出勤しているが、その時間を増やし余裕を持って確認作業が出来るようにする。 ・１回目の
たが、その欄に記入し忘れた。 ・日勤からの申し送りが、開始予定時間より１０分遅れた。 ・食 ラウンドが終わった後は、記録と合わせてカルテをすべてチェックする。(いつもは行っていることを
前薬や食後薬が正しいか、申し送り後に確認し準備ていた時に、確認・準備し忘れた。 （薬の
後回しにし行っていなかった） 《所属リスクマネージャのコメント》 情報収集の時間を多く取った
セット内容が異なる患者があり、その確認をしていたら、その下段の確認を忘れた） ・配膳までに から情報もれが予防できるという根拠はない。却って油断が生じる可能性もある。寧ろ、一つ一つ
ラウンドできず、あせりがあった。 ・ナースコールがなりづめでその対応に追われていた。 ・その の業務を注意深く指差し呼称確認しながら実践する事の方が大切と指導します。
ため自分ひとりで配薬できなかった。 ・配薬後の確認の時に配薬車の中は確認したが、その上
にある特殊薬のケースを確認しなかった。 ・情報収集の板をラウンドが終わるたびに確認できな
かった。（休憩も取れず、患者急変死亡されたので。情報収集用紙が３枚にわたっていた。） ・ラ
ウンド後のカルテ確認の時に軽症者であった為、後まわしにしてしまい申し送りまで確認できな
かった。
《内容》 排便の訴えがありポータブルへ移動の介助を施行。その後、ナースコールを手に届く所 安静について納得しておらず、トイレに行けないことに対し怒鳴って怒り、帰ると訴えていた。医師 《改善策》 安静について納得していない患者や、理解力に欠ける患者、不穏行動が見られる患者
に配置し排便後と胸・背部痛が出現したらナースコールするよう説明し、病室のカーテンを閉めて が説得しても納得せず、医師の指示にてポータブルまで移動可になったところであった。このこと のポータブル移動後は必ず看護師が病室に付いて見守る。 病室につけない場合、カーテンだけ
退室。排便中ＢＰ上昇したため、訪室したところポータブルに座って排便途中であった。 医師が来 から、排便後ナースコールするように説明していても自分からベッドに戻る危険性が高い。しかし、 を閉めて扉は開放にし病室の近くから離れないようにする。手すり付きのポータブルを準備してお
棟していたため病室前で医師にＢＰについて報告をしていたところ、ドスンという物音がし、すぐに その予測が不十分であった。 転倒転落の危険性があるのにも関わらず、カーテンと扉を閉めた く。 自己にてベッドに移れないようベポータブルへ移動後、べッド柵を立てておく。また、立ててお
訪室。床に座るようにして倒れているところを発見。 「立ち上がろうとしたところ足がすべってしり 状態で退室したため、中の様子が全くわからない状態にしてしまった。 ポータブルへ移動時、ふ いたベッド柵につかまるよう説明する。 《所属リスクマネージャのコメント》 患者の状況・状態から
もちをついた。」とのこと。打撲創、頭部外傷、疼痛部位なく経過観察となった。 《発見経緯》 ドス らつきがあり支える程度の介助が必要であったため、自己にて移動することは転倒する危険性が 考えると予測可能な事故です。基本は患者の側から離れないことですが、排便という羞恥心を踏
ンという物音がしたためすぐに訪室したところ、転倒していた。
高い状態にあった。しかし、排便が終わったらナースコールするよう説明してあったため、呼んでく まえて、カーテン越しで注意を払えるように待機するように指導しました。
れると過信していた。 同時に３人の患者や家族から呼び止められていたことから気持ちが急いで
いた。他のスタッフも他の患者の対応中であり応対できず、他の患者の対応の依頼ができなかっ
た。
《内容》 肺炎・心不全で治療中。昨日、病棟を移動してきた患者であった。痴呆があり、前回入院 ・痴呆があったが、今までルートトラブルはなかったため抑制はしていなかった。 ・入眠していた 《改善策》 ・痴呆があるような患者は、医師と相談し、末梢持続点滴を中止にしたり、へパロックに
時も不穏行動が見られていた。今回も準夜帯に大きな声を出したりと不穏行動が見られたため、 ため大丈夫だろうと思ってしまった。
するようにする。 ・自己抜去する可能性がある場合は、早めに抑制をする。 《所属リスクマネー
詰所にて管理していた。夜間は眠剤内服していたが、良眠出来ていなかった。 ６時に確認したと
ジャのコメント》 痴呆があり自己抜去する可能性を考えて対応する事が必要である。抑制すると
きは入眠していたが、６時半に戻ってくると自己抜去していた。医師に報告し、末梢持続点滴は中
不穏になることもあり対応を判断することがむつかしい。
止となった。 《発見経緯》 頻回に訪室していたため
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具体的内容
《内容》 肺炎にて、朝・夕エリスロシン＋生食を２時間かけて点滴をしている患者。本体を２０ｍｌ
／ｈで滴下。末梢を左前腕正中近くで確保しており、角度によって滴下にムラがあると日勤より申
し送りがあった。臥位にて咳嗽・呼吸苦出現するため、自坐かギャッジアップにて夜間も休まれて
いた。 横になると苦しいとのことで、２２時の時点でもギャッジをかけたまま滴下を合わせた。 ２
時ラウンド時３０分ほど遅れており、４時ラウンド時、患者は横になり休まれており、１５時間もの早
落ちに気付く。 《発見経緯》 ４時ラウンド時、点滴の早落ちに気付く。
《内容》 肺癌、化学療法後で全身衰弱があり、ＡＤＬに介助が必要な状態であった。歩行は足腰
の弱りがありふらつきがあるが一人で歩いてしまうため、徘徊マットを使用中であった。 当日の主
治医の回診時に不眠を訴えたため、エバミール１ｍｇ１錠内服の指示が出ていた。しかし転倒歴も
あるため就寝前本人と相談。本人が内服希望したため２１時に内服した。内服前に排尿も済ませ
た。準夜引継ぎ時から点滴がかなり遅れていたため、その後３０分おき位に点滴の滴下と患者の
様子を見に訪室していた。２３時頃までは何事もなく患者は入眠していた。 ２３時３０分頃、同室
者の体位変換を行っていたところ、がしゃーんと点滴スタンドの倒れる音がしたため、ベッドサイド
へ行った。患者はパジャマを脱ぎオムツもとり、Ｔシャツ１枚で下半身は裸になっており、失尿して
シーツが汚染していた。ＣＶカテーテルは自己抜去しており、縫合した糸だけが刺入部に残ってい
た。出血はなかった。 本人は何が起こったかよくわからない様子で、「寒い寒い」と言っていたが
意識レベルの低下はなかった。管理師長と主治医に報告。 翌朝まで点滴はなしのままで様子観
察となった。 《発見経緯》 同室者の体位変換に訪室した際、点滴スタンドの倒れる音がしたため
ベッドサイドへ行ったため。
《内容》 肺癌の疼痛コントロールの為、オキシコンチンを朝食後１５ｍｇをフリーの看護師、１２時
間後与薬の指示の為２１時１５ｍｇをリーダー看護師が与薬をおこなっていた。 情報収集する際
に２１時に与薬するのを夕食後に与薬すると思い込んでしまった。その為、フリーの看護師が与薬
していると思い、確認もせず２１時の巡視をおこなった。 その後フリーの看護師が他患者の麻薬
を整理する際に、内服薬が残っていることに気付く。その後、本来の投与時間より２時間３０分遅
れて与薬をおこなった。患者さんに疼痛の増強はみられなかった。 《発見経緯》 他看護師が他
患者の麻薬を整理する際に、本日２１時に与薬するはずのオキシコンチン１５ｍｇが残っているの
を発見。
《内容》 肺性心のある患者で５％ＴＺ５００ｍｌ ２０ｍｌ／ｈ投与中であった。７時訪室時睡眠中であ
り、刺入部側の上肢は伸びた状態で滴下を合せ、退室する。 １時間後にも訪室するが、患者は
覚醒し坐位をしていた。私は本体の滴下の確認はせず、患者の観察と会話のみして退室する。朝
食後、配薬する際も滴下に目を向けなかった。 日勤看護師が１０時に訪室時、２５０ｍｌ／３ｈ早落
ちしているのを発見する。 《発見経緯》 次勤務者の巡視時発見される。
《内容》 配薬カートから夕方分の薬を経管から注入した。ワーファリンは処方が切れていたが、指
示簿には内服の指示が出されていた。指示に気づかずにいたためワーファリンを入れ忘た。 《発
見経緯》 朝の申し送り時に、日勤からの確認で与薬忘れに気づいた。
《内容》 配薬管理になっていた患者様に朝食後の薬を配薬することを忘れてしまった。 《発見経
緯》 日勤者が配薬ケースに薬が残っていることを発見する。

背景・要因
改善策
滴下の合わせ方、２２時の時点でギャッジをかけたまま滴下を合わせてしまい、臥位になって最滴 《改善策》 ・２２時の時点で、必ず臥位にて滴下をあわせる。 ・滴下にムラのある患者は、ラウン
下位置を探し、滴下を合わせていなかったこと。
ド時のみでなく、３０分から１時間おきにこまめに滴下を合わせる。 ・正中近くで曲げてしまい、滴
下にムラが出てしまうと事前にわかっていた場合、確実な滴下のためシーネをあてたり、ポンプを
使用していく。 《所属リスクマネージャのコメント》 基本に従って、滴下を調節する事、調節後３０
分の確認を行なうことを再度指導しました。また、部位によって落ちムラがある場合はシーネなど
工夫していく必要がある。
これまでも夜間寝ぼけて一人で歩いて転倒したことのある患者であり、眠剤を使用することにより 《改善策》 不穏や転倒転落のリスクが高い患者には出来るだけ眠剤を使用しない。 やむを得ず
不穏や転倒転落のリスクが高くなることは予測でき、内服してもらうかどうか迷っていた。いつもは 投与するときは十分に検討し、必要なら抑制・フドー手袋などの使用も考慮する。 出来るだけ頻
吐気もあり薬の内服もあまり出来ていないのに、その日は自分から「薬を飲んで眠れるなら飲み 回に訪室する。 初回は投与量を少なめにし様子を見る。 《所属リスクマネージャのコメント》 眠
たい」 といったこともあり、危険性より患者の希望を優先してしまった。 ３０分おきには訪室し、内 剤服用がいけないことではなく、眠っている時に点滴の速度を早くする事が問題である。点滴速度
服前には排尿も済ませておいたが、点滴の残量が多く、滴下を早めていたこともあり（指示は時間 の調節について指導しました。
８０滴だったが１００から１２０滴くらいにしていた）、眠剤の薬効が高まったときに尿意をもよおして
しまい、今回の事故につながった可能性もある。 いずれにしても眠剤を使用したことは判断ミス
であった。

《内容》 白血病の患者様で、ノイトロジン１本＋生食１００ｍｌ側管点滴を行っていた。薬剤を混入
する際、本来ならば、ノイトロジンを専用の溶解液で溶解して生食に混入するべきところ、ノイトロ
ジンの溶解液のみを生食に混入し点滴してしまった。 準夜受け持ち看護師が薬品カートを確認し
た際、ノイトロジンが残っていたため日勤看護師(当事者)に確認した。そのとき未混入であったこと
に気がつき、師長・主治医に報告、再度生食１００ｍｌをオーダーしノイトロジンを側管点滴した。
《発見経緯》 １６：３０、準夜看護師が点滴の確認を行ったところ、日勤で施行しているはずの『ノ
イトロジン(バイアル)』を発見。日勤看護師(当事者)に確認したところ、『ノイトロジン』を混入してい
ないことに気がついた。
《内容》 発生２０分前(１２時)まで母が介抱していた。コットに児をおろした時、ルートトラブルはな
かった。 １２時２０分、児が啼泣していた為、ベッドサイドに行くとセイフティポート？の三方活栓と
ルートの接着部分から抜けて、輸液の染みが肌着に出来ていた。直ちにフラッシュし注入確認す
る。注入良好だった。近くにいた医師、師長に報告する。医師の指示にて抗生剤投与し、抜去とな
る。物品については業者へ連絡を取り、状況を報告した。 《発見経緯》 児が啼泣していた為ベッ
ドサイドを訪れた。
《内容》 皮膚科受診の為、入浴中。その後、脱衣場にてふらつきあり転倒。 《発見経緯》 患者
からのナースコールにて発見した。

「ノイトロジンは溶解液で溶かしてから、生食に混入する」という知識を忘れていたため、ノイトロジ
ン溶解液の『ノイトロジン・・・』とあるラベルを見てノイトロジン本体だと思い込んでしまっていた。
このとき点滴指示・伝票・物品の確認は行ってはいたが、薬剤の単位や分量など、細部まで確認
できていなかった。（バイアルの本体に記載されている文字の最終までを見ていなかった。）また、
この確認時も黙視の確認であり、声だし確認は行っていなかった。 基本的な確認(声だし確認)を
行っていれば、上記のような知識が不足していても、施行前に気が付くことができたはずであっ
た。

《内容》 病室にみかん箱が置いてあり、室内を移動時に箱につまづきしりもちをついた。しかし、
みかん箱の上だったために箱がクッションとなり打撲等はなく、その後も患者に変化はみられな
かった。 眠剤は使用していない。 《発見経緯》 ラウンドの際、本人より報告があった。

室内の患者の歩行場所に箱が置いてあったが、そのままになっていた。 意識レベルがクリアでＡ
ＤＬも自立していたため、箱の管理を本人に任せてしまっていた。
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看護計画、指示簿にも麻薬の与薬方法は記載がしてあり、単純に確認不足と思い込みで生じてし 《改善策》 基本的なことだが確認を怠らない。思い込みをしないよう看護業務を行う。 特に麻薬
まった。 麻薬の管理に対する注意力が欠けていた。
の管理は内服はもちろん、保管まで慎重に行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 改善策に書
いてあるように思い込みをしない事を再度指導しました。

・肺性心にて心負荷の危険性を考え、訪室する度の滴下確認をおこたった。 ・起床した際の患者
の体位が変化したにもかかわらず、滴下確認しなかった。 ・滴下確認する際、時間どおりに投与
されていたにもかかわらず、わざわざ滴下を全開にし滴下を合せ直した。 ・その時間帯に死亡さ
れた患者様の処置があるのことにとらわれ、あせりがあった。急いでいた。また再訪室する時間が
なかった。
指示の確認不足、見落としがあった。
朝、まわる際に、ワゴン上が点滴でいっぱいになっていて、薬と一緒に入れてしまうと分からなく
なってしまうと思い、後で戻ってきたときに持っていこうと思った。 しかし、配膳の時間までに戻る
ことができず、他にやらなくてはならないことがあり、焦っていた。 また、チームの配薬管理につ
いてしっかりと把握できていなかった。

貧血があった。
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《改善策》 一週間前の指示から見直し、投薬忘れのない様にする。 《所属リスクマネージャのコ
メント》 仕事をしていくなかでポイントになる時間があるはず。そのときにきちんとカルテを見て、
今まで行ってきたことと、これから行うことの指示の確認をするように話した。
《改善策》 勤務の始めに誰が配薬管理になっているのか、配薬ケースで確認し忘れないようメモ
に残していく。 朝ワゴンに乗せていく（点滴はつなげていけばワゴン上の点滴が減っていくので、
また、最後ワゴンを片付けるときに気付くことができる）。 ワゴンの整理整頓をこころがける。 勤
務の最終で配薬ケースに薬が残っていないか確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 も
のごとの整理がとにかくごちゃごちゃ。だから頭の中の整理もできていない。と思われる。もう少し
仕事の手順を整理しながらやれば、たいていのことは円滑に片付くはず。その訓練習性ができて
いない。それをわかってもらうには相当の年月を要す。指導に限界を感じます。
《改善策》 点滴薬品を扱う際は必ず声だし確認を行い、薬剤の単位まで指差し確認で、十分確認
するようにする。 また、はじめて扱う薬品については、血液内科の患者は特に点滴指示が多数あ
り、薬剤も特殊であることが多いので、その特殊薬については必ずリーダー看護師と共に二重確
認を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》 知識不足と言うよりも確認の不十分によって発生
しており、改善策にあるように確認の方法を改めるように指導しました。

他にも同様のインシデントがあった。その時は不良品としての意識でしかなく、病棟内で対策は立 《改善策》 今回抜けた部分に、ニチバン白テープを螺旋まきして補強する事とした。 《所属リスク
てていなかった。 今回、業者へ報告したところ、ＰＶＣフリーの接着部は溶接が弱くなってしまうと マネージャのコメント》 不良品として、物品管理センターへ報告。医師より、直接業者に状況説明
コメントあり。
して対処してもらうように依頼しました。製品が改善されるまではテープで補強して使用します。

《内容》 病室撮影時に同室患者の照射録を取り違えてしまった。撮影部位は胸部。 《発見経緯》 同室患者の同一部位撮影で、ともに照射録で患者氏名を最初に確認し順番に撮影したが、撮影
医師からの指摘
後に照射録との確認をせずにカッセトにはさみ、照射録が入れ違ったのに気づかなかった。

《内容》 不穏があり、徘徊マット（ベッド右側に使用）を使用し、ベッド柵を固定していた患者様で
あった。 １時の巡視に訪室するとベッド左側のベッド柵がおりており、床に転落していた。（発見時
ベッド柵の固定のひもははずれていた。）発見時には意味不明な言動が聞かれた。 ベッドに戻
し、詰所へ移動。全身打撲痕などみられず、バイタルサイン著変なく、意識レベルクリア、意志疎
通も可能であった。医師へ報告し、経過観察となった。 《発見経緯》 巡視で訪室したため

《改善策》 ・訪室の度の滴下、ルート確認 ・あせらないように気を落ち着かせる。集中する。 ・必
要時、輸液ポンプを使用する。 《所属リスクマネージャのコメント》 点滴管理を行う場合におい
て、どんな場合において滴下確認を行うのかを判断しながら行うように指導しました。

ベッド右側には徘徊マットを使用していたが、ベッド左側には何も使用していなかった。 転倒・転
落の対策として徘徊マット使用・ベッド柵固定していたが、フドー手袋・抑制は家族の意思により、
施行していなかった。 発見時、「トイレに行こうと思った」との言動あり、便失禁をしていた。 眠剤
（サイレース２ｍｇ１錠）内服にて入眠困難だったため、眠剤（セレネース１Ａ・アキネトン１Ａ・生食１
００ｍｌ）を点滴した直後だった。
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《改善策》 貧血症状について観察が不足していた。 今までのＡＤＬ動作に対しても背景に貧血が
ある事を把握し、介助するべきでした。 《所属リスクマネージャのコメント》 検査データをふまえた
情報収集を正確に行い、患者様に必要な看護が正しくできるようにするにはどうしたらよいか考え
て行動するように指導した。
《改善策》 訪室時には、歩行場所には物を置かない、ぬれている時はすぐに拭くなど室内の環境
を整える。 《所属リスクマネージャのコメント》 みかん箱がいつから病室に置いてあったのか不
明だが、訪室の度に目に入っていた筈です。自分で動ける患者だからという油断もあったようで
す。患者の環境整備の責任について指導しました。
《改善策》 患者の確認は患者個々に確認するのが基本であり、その基本を忘れたことによるの
で、しっかりと再認識する。 《所属リスクマネージャのコメント》 この事例はＩＣＵの二人部屋での
ポータブル撮影にて、当初予定していた撮影順と異なったことが原因の一つである。 ポータブル
撮影時には撮影対象となっているワークシートを一番上においてから、セッティングするようにして
はいかがでしょうか。
《改善策》 徘徊マットを使用していないベッドサイドは壁につける。 ベッド固定の紐は訪室ごとに
確認する。 頻回に訪室する。 徘徊マットとともにクリニフロートをベッドサイドにおく。 《所属リス
クマネージャのコメント》 徘徊マットを使用したりすることを嫌がられる患者さまであり、ベットの位
置など変更することを協力が得られない状態のときに起きた転倒です。その後ベットの位置を変
え、徘徊マットとクリニーフロートで予防ができていますが、時々徘徊マット使用していることについ
てやめてほしいと言われています。
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具体的内容
背景・要因
《内容》 不眠を訴え、指示でマイスリー２錠服用２時間後トイレへ行こうと自らベッド柵を下ろし、 通常はマイスリー１錠のところ本日は指示の２錠を服用した。８６歳で高齢。
ベッドから転落した可能性がある。普段はベッド上で過ごし、時にはベッド横に下肢をたらし下肢
マッサージ機でマッサージを行っていた。排尿は尿器であった。安静度は介助で車椅子乗車可で
ある。自力での立位は困難と思われるが、座位はでき、四肢の力はあり４つんばいで進むことは
できる。眠剤の影響で自宅との区別がつかなくなった様子。 《発見経緯》 ２３時の巡視で廊下を
歩いていると「おーい」と呼ぶ声が聞こえ、訪室したところベッド右横の床に坐位になっていた。
《内容》 普段、患者様が１人になる時には両手もしくは片手に抑制、フドー手袋を装着している患 柵を飛び越えてしまうかも、と思ったものの、訪室した際抑制帯をしていなかったので、しなくても
者であった。検温終了後、両手フドー手袋のみ装着し両側ベッド柵を上げ、左側臥位にして退室し 良いと思い抑制帯をせずに退室してしまった。危険とわかりつつもそのことに対しての対処を怠っ
た。その後、５０分の間に患者が自己にて動きベッドより転落したと考えられる。 患者がベッド足 た。 患者の状態の把握が不十分であった。
元側で頭部を壁側、足をベッドの足元側にして、佐側臥位の状態で倒れていたのを患者の妻が発
見した。患者は頭が痛いと訴えており、ＨーＣＴを撮影。バイタルサイン、ＨーＣＴ共に著変は見られ
ず経過した。 《発見経緯》 家人（妻）が患者の面会に来て、病室で倒れている患者様を発見し
た。
《内容》 分娩後２時間値（ＢＴ３６．９℃ Ｐ８４回／分 ＢＰ９６／７０ 悪露１００ｇ 子宮底臍下２横 分娩担当者と２時間値施行者が違う場合、状況把握がしにくい。
指 収縮良好）施行。点滴はすでに終了していたため抜針する。分娩台から車いすへ自己にて移
乗、陣痛室トイレへいく。トイレ終了後は再び車いすに乗っていただくよう声をかけ、その場を離れ
る。 約５分後くらいにトイレへ戻るもまだトイレからでてきていなかったため、声をかけたが返答な
し。しかしトイレの中で動いている音がしたため再度声をかけ戸を開けると返答あり、褥婦は「気を
失ってしまったみたいでよごしちゃったんです。おしっこはちょっとでました。」とはっきり発言あり、
床を拭こうとしていたため車いすに乗っていただく。 顔面蒼白気味、多弁なり。本人どこもぶつけ
ていない、おしりをぶつけたのかなと曖昧な返事。ベッドに自己にて移り臥位となる。ＢＰ９６／６
４。尿意、気分不快時コールするよう説明する。師長報告、分娩担当者より分娩時出血１３００ｍｌ
であったことを聞く。（２時間値施行時まだ出血量が量れていなかったとのこと）主治医報告。 《発
見経緯》 患者本人より、失神したと自己申告があったため。
《内容》 便座から車椅子へのトランス時、車椅子に座ろうとした所、車椅子のストッパーをかけて ・見守りでトランス可能であった。 ・車椅子を、患者が一人でトランス出来ない位置に置いたという
いなかったため、車椅子に背をむけたままズルズルとゆっくり座り込んだ。座ったままで、患者本 思い込みがあった。 ・痴呆のない高齢患者であった。
人がナースコールを押した。 《発見経緯》 患者が自らナースコールを押した為。

改善策
《改善策》 医師に報告後、マイスリーは中止とし、エバミール処方となった。 ベッド柵が簡単に下
げられないようにする。 ナースステーション管理。 《所属リスクマネージャのコメント》 高齢者で
眠剤内服中の患者様に対しての観察が不足していたように思います。指示量も増量となっており、
訪室を頻回に行うようにすべきだったと思います。予測される問題に対して防止できるようにチー
ム間で統一した対応ができるように指導を致しました。
《改善策》 患者の状況把握に努め、少しでも危険と感じた場合にはすぐに対処をする。 フドー手
袋の短所（細かいものはつかめなくてもルート抜去・柵をつかむ等大きな動作はできる）を念頭に
入れ対応する。 もしかしたら、という意識を常に持ち注意する。 《所属リスクマネージャのコメン
ト》 危険度の予測はいつも難しい。このような事例を経験しつつ、どの程度の患者に抑制帯が必
要かを的確に考えられれば良いといつも思うが、こればかりは経験と考察を繰り返し個人の予測
能力を向上するしかないと考えている。
《改善策》 必要事項、注意事項は必ず関係者同士で伝達しあうようにする。 《所属リスクマネー
ジャのコメント》 引継ぎの不十分さが反省されます。また、分娩後２時間の観察時アセスメントが
適切でなかったように思います。今後も起こりうることと考えられるので、基準を考えます。 バイタ
ルで血圧１００ｍｍＨｇ以下、出血量１０００ｍｌ以上、患者の訴えなどを考慮して検討します。

《改善策》 ・患者に説明後、車椅子を部屋の外に置いた。 ・再度、トランス時のナースコールの
必要性について説明した。
《所属リスクマネージャのコメント》 この患
者は痴呆もなく、看護師に迷惑をかけてはいけないと思い、一人で行ったと言う。今回は２回目で
もあり上記の対策通り、車椅子をトイレの外に置く事で予防策とした。
《内容》 本体６０ｍｌ／ｈｒ・キロサイド３０ｍｌ／ｈｒで滴下速度を合わせていた。側管から抗生剤をつ 側管をつなげることで他の点滴の滴下速度が悪くなったため滴下調節し直し、側管を外した後も 《改善策》 点滴を見る際は、必ずボトルの先から刺入部に至るまで異常がないか確認してから、
ないだ際、滴下速度が悪くなった（本体３０ー４０ｍｌ／ｈｒ・キロサイド約１０ｍｌ／ｈｒ）ため、滴下調節 滴下速度に変化がなかった。このような場合、他に滴下不良が生じる原因がないか、点滴の先か 滴下速度を合わせる。 側管をつなぎ滴下調節しなおした後、側管を外しても滴下速度に変化が
し直し本体６０ｍｌ／ｈｒ・キロサイド３０ｍｌ／ｈｒに合わせた。 約１時間半後の２３時３０分に側管を ら針入部まで確認する必要があったが、その確認を行っていなかった。
見られない場合は、ボトルの先から刺入部までよく観察し、滴下が悪くなる原因がないか必ず確認
外し、直後に本体／キロサイドの滴下速度の確認を行ったところ、滴下状態に変化見られなかっ
するようにする。 《所属リスクマネージャのコメント》 滴下はいろんな条件でかわるので難しい
たため特に滴下調整しなかった。０時の巡視で滴下速度を確認した際、本体６０ｍｌ／ｈｒ・キロサイ
が、キロサイドを投与している間は点検の回数を増やす。
ド３０ｍｌ／ｈｒだったためこの時も滴下調整は行なわなかった。 準夜業務終了後、１時半に巡視を
行なっていた深夜看護師が、本体残１００ｍｌ・キロサイド残２００ｍｌとなっていることに気がつき、
報告を受ける。１時間半で、本体約２７０ｍｌ・キロサイド約２００ｍｌ入ってしまっていた。 《発見経
緯》 次の勤務帯の看護師の巡視の際、発見された。
《内容》 本日１３時から１８時まで外出。外出時にコンピューター上で外出の入力をしたのだが、 糖尿病で食事療法中であるにもかかわらず、食事に関して無意識であった。
《改善策》 確認を怠らない。 流れ作業的に入力するのではなく、その患者の背景を常に考えな
食事が欠食になったまま登録してしまう。(食事の入力確認せず)１９時に患者より、食事は無いの
がら対応する。 《所属リスクマネージャのコメント》 何を行なうにも考える。
かと問い合わせがあり、入力ミスに気づく。患者は外食されに再び外出される。 《発見経緯》 患
者から食事は無いのかと指摘をされ、パソコン上での入力ミスに気づく。
《内容》 本日は採血の指示がなかったが、同姓の患者名のラベルを見間違えて採血を施行した。 本来採血する患者は未だ入院しておらず、医師が指示を出したのもいつなのかわからず、申し送 《改善策》 思い込みによる間違いの要素が大きいと思われる為、確認の徹底に尽きると考える。
《発見経緯》 採血してスピッツに入れた後、ラベルの患者氏名が違うことに気付き発覚。
りもなく、採血ラベルを発見した時間は真夜中であり、発見したスタッフも、現在入院している患者 《所属リスクマネージャのコメント》 医師が指示を出した時点で、全く看護師に連絡がなかった。医
のつもりで申し送りをした事等があげられる。
師へも注意。また、採血前は基本的にフルネームで確認をする。その習慣が身についていればこ
のようなミスもないはず。再度徹底の注意をうながした。
《内容》 本日より車椅子移乗可能となり、移乗はまだ不安定であるため移乗時には看護師を呼ぶ 家族もおり、患者自身動けないところを見せたくないという思いや看護師を呼ぶことに遠慮がある 《改善策》 発見時はすぐにベッドへ移乗介助し、転倒時に打ったところはないか、また患肢側に異
よう伝えてあった。ナースコールが鳴り訪室したところ、自己にて車椅子からベッドへ移乗しようとし ことが先に出てしまい、自己にてベッド移乗をしベッドサイドに座り込んでしまった。
常はないかを確認しリーダーに報告後医師に報告を行った。 今後について、患者に自分では車
てベッドサイドへ座り込んでしまっていた。 《発見経緯》 ナースコールを押してきたため訪室する
椅子などに移乗しないよう説明し、移乗時にはナースコールを押すように説明する。安全ベルトに
と、患者が自己にて車椅子からベッドへ移乗しようとし、ベッドサイドに座り込んでしまっていた。
ついても車椅子移乗中ははめるように説明をする。 看護師内でも患者の状況を把握し介助を行
う。 《所属リスクマネージャのコメント》 こういった遠慮や、自分でできると思い転倒するという
ケースが多い。言葉では「看護師を呼ぶように…」と言ってもあまり効果ないため、用紙に大きな字
で「一人では動かないようにして下さい。車椅子に移動する時は必ず看護師を呼ぶようにして下さ
い」と書いたものをベッドサイドの目に見える所に置くようにした。
《内容》 本来アミノレバンを、１時間に２０ｍｌの速度で２４時間かけて落とさなくてはならないはず 深夜帯の看護師より、アミノレバンが遅れていたのでやや速度を速めてあります、と申し送りを受 《改善策》 チェックの時には必ず、投与されている薬剤の残量・投与速度の確認を徹底させる。
であったが、１６時の時点で入れ終わってしまっていた。 《発見経緯》 ベットサイドで患者様の状 けていたにもかかわらず、その後ずっと投与速度の確認を忘れていた。 チェックの時間帯に薬剤 輸液ポンプを使用していない場合には、特に意識して行っていく。 《所属リスクマネージャのコメン
態を見ているときに、０時に終わるはずのアミノレバンが、１６時に終了していることにきづいた。 の投与速度を確認することを徹底できていなかった。
ト》 ＩＣＵの輸液管理が、輸液ポンプまたはシリンジポンプ使用が基本であるため、ポンプを使用し
ていない輸液管理に対する教育が不十分であったと考えます。効果測定にて学んだことを再確認
させて指導していきます。
《内容》 本来は血算・生化学の検査に加えて、２４ｈクレアチニンクリアランスの静脈血採血を行な ・検査指示の確認について、日付・氏名は確認したが、検査項目や検体の種類について細かく見 《改善策》 ・検査指示の確認は、日付・氏名・検査の種類・検体・検査の内容を声に出して行なう。
わなければならなかった。しかし、２４ｈクレアチニンクリアランスの静脈血採血があることに気がつ ておらず、不十分であった。 ・初めて行なう検査であったため先輩看護師に確認をしたが、主に ・初めて行う検査については指示簿を先輩看護師と一緒に見ながら、検査の種類・検体・必要な
かなかった。 前日に検査室から２４ｈクレアチニンクリアランスのラベルのみが上がってきていた 検体の採取方法について聞いたため、どの検査にどの容器を用いるのかは聞かなかった。 ・ど 容器・検体の採取方法について確認と再学習をする。 《所属リスクマネージャのコメント》 指示
が、それを生化学のラベルだと思い込み、血算のラベルを再発行した。その後、記録台の上に血 のような検査には何の検体を用いて、どの容器を使用するのかという学習が不足していた。また、 簿確認は丁寧に確実に行うように指導しました。 また初めてのことは必ず先輩看護師と確認する
算・生化学のラベルが置いてあったのに気がついたが、再発行したために不要だと思い、破棄し ひとつの検査でどの検査結果が得られるのかということも知らなかった。
ことも徹底していきます。
た。そのため、結果的に血算・２４ｈクレアチニンクリアランスの検体のみを採取し、生化学の検体
を採取しなかった。 《発見経緯》 先輩看護師が検査結果を見ようとパソコン画面を開いたが、結
果が掲載されていなかった。そのため提出した検体について確認したところ、生化学の検体採取
を行なっていなかったことが分った。
《内容》 本来交換する点滴を日にちの確認不足と、注射指示表を早く翌日分に差し替えたにもか 患者の氏名と、点滴内容には注意を払っているが、日にちの確認を怠っていた。（ローテーション 《改善策》 マニュアル通りの作業で確認は行うことを徹底する。 《所属リスクマネージャのコメン
かわらず、確認時翌々日をみていた。その為、１日早く５％ブドウ糖からＫＮ３Ｂにかわってしまっ カートから出した時点で日にちの確認は出来ているものと錯覚した）
ト》 点滴の確認と実施を行う場合には、基本を忘れないようにする。慣れてくると油断がでてきて
た。 《発見経緯》 深夜の勤務者が巡視時点滴確認の際、日にちが違うのを発見する。
しまう。
《内容》 末梢持続点滴の中に混入指示のあった薬剤を詰め忘れ、そのまま患者につなげてしまっ 末梢持続点滴に、混入指示のあった薬剤を最終的に確認せずにつなげてしまった。 次の交換予 《改善策》 指示表、注射処方箋、注射薬等の確認の作業を基本に忠実に行う。 《所属リスクマ
た。 《発見経緯》 末梢持続点滴の中に、混入する指示であった薬剤のアンプルがそのまま注射 定であった点滴本体を処置台の上に用意して置いた。 点滴交換予定の時間に他の患者の対応 ネージャのコメント》 注射処方箋にも指示簿にも実施印を押しているにもかかわらず、混入すべき
薬カートに残っていたのを、薬局で発見された。
に追われ、訪室することができなかった。 訪室した際には点滴は空になっており、急いで詰め所 薬剤に気づかず、返したカートの中に残っていた薬剤を薬局で発見されている。忙しい中で慌てて
に戻り、処置台の上にあった点滴をそのままつないでしまった。
行った作業は確認をする。少なくとも後から確認するときには、落ち着いて確認作業を行わなけれ
ばならない。急いでつないだ後だからこそ、冷静な確認が必要だった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
《内容》 末梢静脈メインの点滴にＫＮ補液３Ｂを施行しなければならないところを、側管点滴用に 取り替えなければならない点滴の本数が多く、慌てていたため、確認が不十分となってしまった。 《改善策》 指差し確認をきちんと行う。時間に余裕を持って行う。 本体と側管の置き場所を分け
出されていた５％ブドウ糖５００ｍｌを施行してしまった。 《発見経緯》 他の看護師が、３本残って また、指示に変更があったため、そちらに気を取られてしまっていた。 外包の形・色が似ているた る。 《所属リスクマネージャのコメント》 見た目が似ているといれば似ており、似ていないといえ
いるはずの本体の点滴の本数が４本であることに気づき、発見された。
め、ＫＮ３Ｂ補液だと思い込んでいた。 本体の点滴と側管の点滴が同じ場所に置かれていた。
ば似ていない物である。 しかし、自分が接続すべき点滴の名前の確認が不十分ということは、か
なり危険である。報告者はなぜそのように認識してしまったのかについてまだ、ヒューマンエラーと
いう意識が薄いようであるので、何度も説明し、日常的に確認の方法を徹底するよう話した。しば
らく後に確認の徹底がなされたかフォローの声かけをしていくつもりです。
《内容》 眠前デパス内服し消灯。その後入眠する。ベッド柵は両方あがっていたが、その片側を 以前にも転落のあった患者であるためもっと注意するべきであった。 ベッド柵は上がっていたが 《改善策》 ベッド柵の両側にひもで固定をし、下ろせないようにした。 ステーション管理とした。
自己にて下ろしたため転落した。何をしようとしたのか本人に尋ねるも不明。 《発見経緯》 隣の 下ろせないような対策はとっていなかった。 モニター管理していたがアラームも鳴らず、いつもと 頻回に観察する。 《所属リスクマネージャのコメント》 転倒転落防止支援器具のセンサーの医療
病室患者の付き添い人から「何か声がする」と言われ、訪室したところ床に倒れているところを発 変わらない状態であったため事故が起きた時には気づかなかった。
機器がなかったためもあるが、目がはなせない場合は厳しい。ステーション管理は必要であった。
見。
《内容》 眠前の血糖チェックが指示で出ていたが、見落とした為チェックをすることができなかっ 指示の見落としが原因である。眠前の血糖測定があることの認識があまりなかった。
《改善策》 指示簿はきちんと読み取りもれがないよう確実にする。 何回か見て確認し、最終的に
た。 《発見経緯》 記録をしている時、記録の項目にあるもののチェックをしていない事に先輩が
もれが無い事を早い段階で確認し実施できるよう業務を行う。 《所属リスクマネージャのコメント》
気付いた為。
勤務異動すぐのため指示書の見方がわからないために起きたことである。もう一度説明し確認方
法を指導しました。
《内容》 滅菌室にて、腰椎後方固定の器械を作成する際にインプラントを組み入れて作成しない 滅菌室にて器械をセットする際、誰が組んでも同じようにセットできるものがなく、マニュアルが不 《改善策》 腰椎後方固定のインプラントについては、デジカメにて正しくインプラントがセットされた
といけないところ、確認を怠ってしまい、不足のまま作成し滅菌してしまいました。また、ＯＩＣの器 十分でした。 また汚れの確認についても、確認できる場所はたくさんあったはずにも関わらず、 写真を撮りました。作成時必ず写真を確認するようにします。 また、汚れの確認につきましてはど
械に血液が付着しているのを見落とし滅菌してしまいました。実際の整形手術時、インプラントが 発見することができませんでした。
れだけ忙しくてもある程度洗浄液に浸漬してから洗浄するように徹底します。洗浄時・作成時汚れ
入っていないことから患者様を待たしてしまい、手術の進行を妨げてしまいました。 《発見経緯》
付着していないのを充分確認して滅菌を行うようにします。 メーカーの勉強会に積極的に参加し
腰椎後方固定手術時、医師が使用する際インプラントが入っていないことと、ＯＩＣの器械に血液が
ていきます。 《所属リスクマネージャのコメント》 マニュアルの整備はすすんでいますが、特に整
付着しているのに気づいた。
形の手術器械は種類も数も多いため、これさえ見れば誰でもできるというところまでマニュアルが
進化していなければなりません。今後、チェックリストを兼ねたレベルでのマニュアルの作成を望み
ます。 汚れの確認については繰り返して起きています。これも確認のためのマニュアルが必要か
もしれません。委託スタッフの業務であることを念頭においてマニュアルの充実は必須であると思
います。
《内容》 夜間失見当があり、昼夜逆転気味の患者のため、○／７ １８：３０と２０：３０にサイレー ・眠剤を多量に使用しており、さらに体動が激しいという時点で、危険を予測してソファーを寄せ
《改善策》 ・体動が激しいときは早めに危険を予測して、ソファーを寄せたり徘徊コールに変更し
ス１ｍｇ計２錠内服。それでも眠れず体動激しいため２２：００サイレース０．５Ａ生食１００ｍｌ全量使 る、マットレスを床に敷く、徘徊コールに変更する、観察室や詰所管理にする、などの検討ができ たり、床にマットレスを敷くなどの措置を早急に行う。 ・看護師、介護員の見守りを徹底する。 ・
用。それでも入眠せずドロドロの状態で、何度も起き上がり”うーご君”が鳴っていた。環境を整
なかった。 ・転倒転落の恐れが十分にある状態にも関わらず、目を離さず常に見守りをする行為 早めに観察室や詰所管理にする。 ・離床センサーをつけていても、自分ではずす、またははずれ
え、”うーご君”をしっかり装着し、ベッド柵の固定を強化し何度か訪室し注意を払っていた。 ○／ ができなかった。 ・何度か起き上がったりと体動の激しい患者のため、”うーご君”はしっかり装着 て鳴らないこともある、という事を認識し、自分の目で常に安全を確認することを徹底する。 ・ベッ
８ １：４０頃、点滴スタンドのカランという音がして訪室すると、患者がベッドからすべり落ちたと思 してＯＮになっていることも注意深く確認し何度も訪室したが、ベッド柵の固定や”うーご君”を自分 ド柵の固定を自分ではずすなどの情報は確実に記録に残し、次の勤務者へ伝達し、スタッフ間で
われる姿勢でベッドにもたれかかり、床に坐っていた。 頭部、殿部などに外傷はなくＶＳ変動もな ではずす（またははずれる）ということは予測できなかった。 ・ベッド柵の固定を自分ではずすこと より注意を払うようにする。 ・医師にも夜間の状態を詳しく報告し、眠剤について十分に検討す
かった。ベッド柵の固定は自分ではずした様子であった。うーご君は寝衣側のパッチがはずれてい を前の勤務者は気付いていたが、それについての記録、伝達が十分にされていなかった。 ・前の る。 《所属リスクマネージャのコメント》 サイレースの点滴を使用しても体動が激しい患者に対し
た。当直医師、管理師長へ報告し様子観察となった。家人へは朝連絡した。 《発見経緯》 点滴ス 日に同じ眠剤ですぐに入眠していたので、その日もすぐに落ち着いて眠るだろうと思い込みをし
ての対策が甘い。改善策にあるように、危険を予測した対応をとっていくよう指導します。
タンドの動く音がしたため
た。 ・病棟全体として、不穏患者、詰所管理の患者、また重症患者も多く、常時目を離さないとい
う状況をつくることが非常に難しい。
《内容》 夕食後の注入薬を準備する時、右端の棚の注入薬をすべて準備し、他の棚も確認したつ 注入薬を確認している時、他に対応しなければいけない事があり急いで確認したため、一番下の 《改善策》 薬剤を準備する時は焦らず、落ち着いて準備し、抜けていないか下の段までしっかりと
もりであったが、中央の一番下にあった注入薬を見逃しており、注入するのを忘れてしまった。
段をしっかり見ていなかった。
確認する。 《所属リスクマネージャのコメント》 忙しさゆえにゆとりもなく、後で見ることが出来な
《発見経緯》 日勤看護師が朝食後の注入薬を準備しようとした時、昨日夕食後の注入薬が残っ
い。
ているのを発見した。
《内容》 夕食前のインスリンの注射を日勤の受け持ちが施行すると思い込んでいて、施行せず、 準夜の練習期間で、勤務内容をしっかりと把握できていなかった。 プリセプターには、日勤が実 《改善策》 次回からしっかりと勤務内容を把握し、迷ったこと、分からない事は早めに相談する。
実際何単位うったのか日勤の受け持ちに確認したら、準夜の仕事だということを指摘された。患者 施したと思い込み低血糖の確認を報告したため、先輩は未施行に気づかなかった。
《所属リスクマネージャのコメント》 自分が日勤の仕事をしていた時は、きちんとできていた業務
さんは夕食を食べたあとだった。 《発見経緯》 何単位インスリン注射をしたか日勤の受け持ちに
だった。どの勤務帯でどのような業務を行っているのかを把握して、各勤務内容を理解するように
確認したら、準夜の自分がうたなければならなかったのを指摘された。
指導します。
《内容》 夕分の血糖測定は日勤が行い、検温表に記入し、その値を準夜が確認していく過程に 血糖測定記録は日勤、準夜は 血糖値を見て対応すると分担しており、連携不足があった。 ま 《改善策》 日勤の時は、準夜に血糖を測定したか否か声をかけていく。 また準夜の際はミーティ
なっている。 患者は血糖測定とベイスンの注入という指示は拾えていたが、夕のミーティング後 た、、他患者にインスリンの注射があることでそちらに気を取られてしまい、血糖チェックのみで
ング終了後、血糖チェックをしている人のカルテを必ず開いていく。 そのためには、板に血糖測定
血糖値を確認することを忘れ、夕分の血糖値の確認をしないでベイスンを服用させた。また記入 あった患者の血糖確認を忘れてしまっていた。
があることを確実に記入していく必要がある。 《所属リスクマネージャのコメント》 結果としては何
がされていないことに気づけなかった。 《発見経緯》 勤務終了後に記録を書いていたら、夕分の
も弊害はない。 血糖値を見てベイスン投与という安全な方法をとることを指導す。
血糖値が検温表に記入されていないことに気づく。
《内容》 夕方分の配薬Ａチームより順に行っていったが、時間に追われ一人だけ配薬をし忘れて 配薬者には患者の部屋番号で固まってセットされているが、その患者の薬は他チームから出てき 《改善策》 忘れる事を防ぐためにも、同室者と近いところに配薬をセットし直すことが必要であっ
しまった。その後、配薬確認不十分にて配薬忘れに気付く事ができなかった。 《発見経緯》 早番 たということで、同室者の薬とは離れた所にセットされていた。 配薬時間帯、急変した患者がおり た。 また忙しい状況の中でも配薬が全員済んでいるか、必ず確認することが必要であった。 《所
が配薬の際、前日夕分の薬が残っていることに気付いたため。
受け持ち看護師が手が離せない状況であったのに加え、ナースコールが頻回に鳴っており、対応 属リスクマネージャのコメント》 ［配薬者には患者の部屋番号で固まってセットされているが、その
に追われて配薬が中断されてしまった。
患者の薬は他チームから出てきたということで、同室者の薬とは離れた所にセットされていた］：配
薬前にセットし直すことが必要であった。 何らかの理由で配薬が中断することが多い、これをど
のようにしたら忘れないか考えさせます。
《内容》 両側水腎症尿管、尿道狭窄 ２５９９ｇ 日齢２ 深夜の受け持ち看護師が1時のチェック ・定量筒の尿を捨てた後にルートを確認しなかった。 ・０時チェック時に排尿が無かったが、介抱 《改善策》 ・ルートやカテーテルは閉塞する恐れがあるということを念頭におき観察していき、か
時に、尿流出量が０ｃｃ／ｈであったためカテーテルを確認したところ、カテーテルがクランプされて していたため落差が少なかったためだと思い、ルートの確認をしなかった。
つ、一つの処置が終わった後には一つ一つのことを確認していく。 《所属リスクマネージャのコメ
いることに気づいた。 確認したところ、２３時のチェック時に定量筒に溜まった尿を捨てる時に三
ント》 新生児は、カテーテルの閉塞予防(洗浄）の目的で三方括栓がついている。しかし、尿開け
方活栓をクランプしたが、その後クランプの解除を忘れ、１時チェックまでクランプした状態になって
時はクランプする必要はない。必要以外の事をすると手間も増える。確認不足は勿論だが、不要
いた。０時チェック時には、母が児を介抱中で落差が少なかったため、尿流出が無かったのだと思
な事をまずやめていきます。
い込み、カテーテルの確認を怠った。 １時チェック時に、オムツ内に尿もれがあったが、クランプ
解除後はカテーテルからの流出がみられた。 《発見経緯》 尿道留置カテーテル（多用途チュー
ブ６Ｆｒ）から尿の流出が無かったため気がついた。
《内容》 喘息様気管支炎の患者さんに、ソルコーテフ１００ｍｇを投与しようとした。そのとき、オー ソルと入力して薬品が呼び出せるのは非常に便利である。しかし、名前のよく似た他の薬品も呼 《改善策》 今回は、看護師により発見されている。また、この後薬局のチェックがはいればさらに
ダー画面でソルコーテフを呼び出すのにソルと入力して呼び出した。ソルコーテフをクリックしたつ び出されていることにもっと注意をすべきだと思われた。
実際の投与にはならないと思われる。しかし、できれば内服薬と同様に、年齢での投与量チェック
もりがその下にあったソルダクトンをクリックしていた。そのまま入力し確定した。 その後、ソルダ
が効くと処方を確定する前に気づけたのではないかと思われた。 《所属リスクマネージャのコメン
クトンが外来に置いてない薬であったので、薬局に取りに行かねばならず指示を出したものに確
ト》 画面上での確認とチケットでの確認を徹底する。 小児科外来で通常使用されない薬剤であ
認があった。それで、発見できた。 《発見経緯》 処方した薬が外来に置いてない定数外の薬で
り、チェック機構が働いた。
あったので、薬局へ取りに行かなくてはならず気が付いた。
《内容》 疼痛コントロールの為オキシコンチン２０ｍｇ／ｄａｙ内服している患者。 本日付けでオキ 追加分と思い込み、カルテで確認しなかった。
《改善策》 基本中の基本だが、おかしいと思ったり、疑問に思ったりしたときには必ず確認をす
シコンチン５ｍｇが単独で処方されていた。本日のみ追加分かと思い、２０時に１５ｍｇ内服しても
る。 思い込みは捨てる。 《所属リスクマネージャのコメント》 カルテの確認をしないで、思い込み
らった。カルテに内服した確認印を押そうとカルテを見直した際、追加分かどうか不審に思い、医
で仕事をしている。本人も書いているように基本を守るように指導しました。
師に確認したところ、昨日より２０ｍｇに増量になった分の調整のつもりだったと判明。 余分に内
服した分は特に問題ないという事で様子観察になった。 《発見経緯》 医師に指示を再確認した
為
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具体的内容
《内容》 痙攣を起こした患者さんで、アレビアチンが一日ニ回静脈注射でオーダーが出ていたた
め、そのまま実施した。抗痙攣薬は呼吸抑制など副作用があり、本来は医師がするものだった。
《発見経緯》 ２６日の準夜リーダーに、誰がアレビアチンを注射したのか聞かれたため。

背景・要因
改善策
抗痙攣薬の副作用について知っていたが、初めて扱う薬剤であまり意識できてなかった。 注射 《改善策》 何でも初めて実施することは、相談することを忘れない。 薬剤の作用、副作用をよく
指示表には特にコメントもなく、看護師が実施している他の注射と同じように記載されているので、 考えて与薬する。 《所属リスクマネージャのコメント》 薬剤の知識不足による事故。初めて実施
あまり気にしてなかった。
するものは必ず他のスタッフに確認するよう指導しているが何も考えず、疑問にもおもわず業務し
ている。再度指導徹底して行きます。また医師にもコメント欄に記載してもらうよう依頼しました。し
かし主科では看護師が施行しているとのこと。その点の統一ははかれないのか。要検討。施行後
患者に何もなかったことは幸いでした。
《内容》 膀胱炎に対するクラビットの処方に対し、胃薬であるセルベックスを同時投与すべくオー 薬の入力時にＳＥＲＵと入力していたが、今回処方しようとしたセルベックスとは別に、その中に泌 《改善策》 セルベックスに限らず薬剤の処方をする際に、ＳＥＲＵだけでなくＳＥＲＵＢＥＫＫＵＳＵ
ダーしようとしたが、誤って男性の前立腺炎に対するセルニルトンを処方してしまった。 《発見経 尿器科にて日常処方することが多いセルニルトンが含まれていた。
等、なるべく多くの文字を入力することで改善できると考えられる。 《所属リスクマネージャのコメ
緯》 セルニルトンの処方が女性にされていると、薬局より連絡あり。
ント》 外来にての処方入力は患者と会話しながら等と、コンピューターに専念した状態で打ち込む
ことを望むのは無理なことであり、このようなミスは起こる可能性がある。新規処方入力後、薬の
名前と処方日数を、何々を何日分処方しますね等患者に確認しながら入力も確認するなどこまめ
な確認注意しかない。忙しいときミスが重なったときに事故が発生するのであり、忙しい時ほど落
ち着き注意を心がけるしかない。 薬局にて誤処方が発見され、他機関にてのチェック機構が効い
ていることの大切さが再認識された。
「１０％ブドウ糖５００ｍｌ」と「ラシックス」の側注の指示がでたが、ラシックスを点内に入れてしま
口頭指示を受け、カルテを確認しないまま施行した。思い込んだ。
口頭指示の場合、必ず復唱する。メモを取り確認する。
い、施行後カルテを見て間違いに気づいた。
「○月２２日・２３日はワーファリン中止」との指示があったが指示を見落とし朝食後に与薬してし 確認不足 決められた欄に記載されていなかった。ルールが徹底できていなかった。
医師に決められたルールを守ることを徹底してもらう。
まった。
「１５：５５からの○○○○を見せてください。」と患者Ａが１５：００から一緒にテレビを見ていた患者 チャンネル争いは、以前にもあり、注意をしていた。お茶の準備をしていたときから様子を見てい 患者Ｂには、「お互い、譲り合うことが大事です。仲良く見ましょうよ」と促した。その後、患者Ａに見
Ｂに頼んでいた。しかし、患者Ｂは、それには応じず、自分が見たい番組を見ていた。一度患者Ａ たのでトラブルに至った状況は把握できた。患者Ｂはテレビ前を陣取り、自分が見たい番組を独占 たがっていた番組を見せてあげていた。テレビは病棟のものであり個人のものではないことを再認
が、チャンネルを変えたが、その直後に患者Ｂが元に戻した。私が様子を観察していたので患者Ｂ している。他の方がチャンネルを変えたり注意をするとすぐにどなる。ここのところ、Ｂ様は、易怒 識していただきトラブルがなく、お互い譲り合ってみるよう説明する。
になぜそのようなことをしたか聞くと、「もう見ないから」とのことたった。それを聞いた患者Ａが「話 的になり自己中心的な行動が目立っている。
が違うよ」というと、患者Ｂが「うるさいよ」と大声でどなった。
「２週間前のｵｰﾀﾞｰ時に誤って処方し、ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞで削除した薬が、患者に２週間投与されている」と 指示受け時、ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ及びｶﾙﾃ指示の確認をしていない。医師の訂正の編集中の２分後に薬剤 医師はｶﾙﾃ指示にUFT休薬まで記入する。看護師は指示受時、ｶﾙﾃ指示とｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ指示内容を
医師より指摘され誤投与に気づいた。医師がｵｰﾀﾞｰ入力後、訂正の編集中に薬剤部で処方発行 部で発行となり、当院のｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑでは制御出来なかった。
確認する。不明な点は医師に確認する。新任者への研修（当院のｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ及び運用につい
となり、調剤されたことが判明。外科担当医と相談結果、副作用ないことから内服継続となる。
て）
「５％グルノン５００ｍｌ＋ＶＣ１００ｍｌ＋ビタメジン１Ｖ」を５％グルノン２００ｍｌと間違えた。 点滴施 点滴内容の確認不足。
注射薬準備は、ダブルチェックする。 確認する。
行前に、患者に指摘された。
「９：００には透析に上げてください。」とあがって内服処方箋の用紙はなく又、ＸーＰの親袋もなく、 確認不足。
申し送りをきちんと行う。
外来に確認すると「Ａ病院から預かったままカルテをあげたのでＡ病院にきいて。」といわれた。
「Ａさんが来ているので採血をお願いします。」と医師より口頭指示を受ける。ソファに５０代の男性 最終確認の採血時、 患者同定を実施していない。 ・患者同定マニュアルを遵守していない。
患者同定マニュアルの遵守
とＧさん（女性の患者様）が座っている。男性に向け「Ａさん、採血がありますのでどうぞ。」と呼び （患者に氏名を述べてもらう）
入れる。前日、外来予約簿をもとに準備した『Ａ氏用のスピッツ ＰＴ、ＨｂＡ１ｃ、生化』を準備する。
この時、医師より心電図の口頭指示も受ける。 「Ａさん、今日は３本採血しますね。」と声をかけ
上記３検体を採血する。その後、伝票準備のため待合室で１分ほど待っていただき、伝票確認の
ため「Ａさん、誕生日を教えてください。」と声をかける。患者様は、「昭和Ｘ年８月５日」と言われ、
心電図伝票、検査伝票に生年月日を記入し検査室に提出した。 検査室より帰室後、Ｂ氏の呼び
入れとなる。「Ｂさん」と呼び入れをすると、Ａさんが立ち上がり、この時点で対象患者様の誤りに医
師と共に気付く。医師が患者様に状況を説明し謝罪した。医師が検査オーダを一度取り消し再
オーダ、状況を検査室、医事課に連絡しデータ登録の修正を全て完了する。
「ＭＶＩ」を補液にミキシングする際、前部の液のみしか注入していない。
初めて見る薬剤のため、同僚に聞いたらシリンジホルダーは合わないので、注射器で注入と聞い 補液のボトルには「ＭＶＩ」入りと記入したが、ボトルに注入した時点で他の人に確認してもらうよう
たが 理解していなかった。１６時の点滴交換者も気付かず、２２時に準夜勤者が気付く。
にする。。
「あー」という声で訪室する。隣床と本人用の丸いすの間に横になっている状態でいる。廊下に行 以前から転倒しやすい患者様であったが本人の行動面に観察不足となってしまった。
朝の一番忙しい時間帯で患者の観察不足になってしまった。看護者の行動を詳しく分析していき
こうとしてヨロヨロとなって転んだとのこと。頭部打撲（－）、右ひざ打撲（＋）、疼痛（＋）、１ｃｍ×１
たい
ｃｍ発赤。
「あー」という声と物音が聞こえたので訪室すると隣床のベッド脇で仰向けに倒れている。トイレ
以前から転倒しやすい患者であったうえに眠剤を服用していることで、ふらつきもあり転倒の危険 観察、特に夜間の観察を密にしていきたい。
後、腕時計で時間を見ようとしてよろけてしまったとのこと。当直医、責任課長に報告。様子観察の 性が高い患者様だった。夜間中、足音で確認していたがトイレの音も足音も聞き取れずトイレ誘導
指示あり。BP110/70mmHg、P84、吐気（－）、後頭部腫脹（－）、点状出血斑軽度（＋）。アイスノン が出来なかった。
貼付し様子観察。 その後、後頭部2cm×3cmの腫脹（＋）、圧痛（＋）、吐気（－）。
「アロシトール」と「アルダクトン」の転記ミス。 薬局より確認があり、間違いに気づいた。
確認不足による。
全ての書類に記載する時は、誰もが読み易い字で書く。 記載した後、転記した後は必ず確認す
る。
「いつものマルチレットではなく使ったことのないものが入っている」と患者より電話あり。確認する 処方箋の書き間違い。穿刺針は３種類あるが、処方時に確認しなかった。
穿刺針をなるべく１種類にするようにする。処方時に確認する。
とカルテには記載がなく処方箋にはトースティック２Pと記載があった。電話で処方ミスをお詫びし
交換させていただいた。
「イノバン３Ａ＋生食８５ｍｌ」から「イノバン５ｍｇ＋生食２８ｍｌ」と指示が変更になり、看護師により ・指示をとった看護師は濃度は一緒で１／３量になるのだと気付いたが、イノバンの規格（ｍｇとｍ ・指示変更時に間違いが起きやすいことを意識し、指示変更の意図や規格は注意深く確認する。
指示とりがされた。薬液を準備しようとした看護師がイノバンの量が微量であることに気付き、医師 ｌ）に意識が低かった。 ・院内で統一した指示書きのルール（基本はｍｇで書くなど）がない。
・当院では小児の指示ではｍｌは使用せずｍｇ表示とルールが決まっている。院内全体のルール
に確認したところ「イノバン５ｍｌ」の誤りであることが発覚した。医師は薬液の濃度は同じで容量を
作りとルールの周知徹底 ・看護師の教育としてはｍｌとｍｇ等、規格の重要性を意識付ける。
１／３にしたく、５ｍｌと書くべきところを５ｍｇと書いた。指示をとった看護師は微量に気付けず、薬
液を実際に準備しようとした看護師が初めて量に疑問を思った。
「エパデール3カプセル 1日3回」の処方にて、エパデールの用法は食直前後服用指示で調剤し、 監査時の確認不足によるミス。
監査時において、薬品だけのチェックではなく、すべてにおける監査の徹底。
(ワンドウズだったため包装に食後と印字された)監査時にもチェックできず、そのままで出した。
「お、痛い。」との声がしたため、看護助手が訪室すると、床に横になっているところを発見する。右
手指の痛みの訴え有り。 経過観察とする。
「おーい」という声で病室へ言った担当看護師が、患者が車椅子用の安全ベルトを装着した状態
で、車椅子ごと後方に転倒しているところを発見した。主治医の診察では、後頭部の皮下血腫が
あった。翌日頭部ＣＴ検査を行ったが、異常は認めなかった。 患者は車椅子でナースステーショ
ン前に誘導して観察・関わっていたが、夕食後から興奮状態で奇声を上げ他の患者に迷惑となる
ため、病室へ戻った。その後は担当看護師が約１０分ごとに観察していた。転倒の１０分前に観察
したときは、患者は奇声を上げることもなく、車椅子上に座っていた。
「おーい」と大声で叫ぶ声がしたため訪室した看護師から床に仰向けに寝ているところを発見した
と報告を受ける。左足元のベッド柵は外されていた。バイタルに特変なし。全身を観察するも目
立った外傷なし。本人に疼痛の有無や何をしようとしたかを尋ねるもつじつまのあわない返答がか
えってくる。ベッドを低床にし、スタッフセンターで様子をみる。
「おーい」と病室より大声あり。訪室するとベッド柵外れており床に横たわっている。「頭は打ってい
ない、腰と右足が痛い」とのこと右下肢外側すり傷あるも出血なし右下肢屈曲伸展疼痛のため困
難SLR不可。

徘徊センサーのスイッチが入っておらず、確認不足が転倒の原因になったと考える。

徘徊センサーのスイッチを入れ、頻繁に訪室することとした。

・看護師は、車椅子乗車中の患者が安全ベルトを装着していることで大丈夫と思い、転倒の危険 ・精神科医師に診察を依頼し、連携を図る。 ・興奮が激しい時は臥床することを原則とする。 ・
が予測できなかった。 ・棟内に、『車椅子乗車中の患者の安全管理に関するルール』がなかっ
車椅子ごと転倒することを防止知るため、車椅子乗車中は廊下の手すり等に固定する。
た。

ベッド柵が簡単に外れるものであった。ナースコールが押せたり押せなかったりする。

ベッドを低床にし、日中はスタッフセンターにきていただき観察を強化する。早めに声をかけ、トイ
レなどの欲求を満たすようにする。

元来認知症、不穏あり眠前にリスパダール1/2内服されていたが妻が帰宅された後特に準夜帯で ベッド4点柵の固定。
不穏強かった。しかし大声で叫ぶことが多く柵を外すことは予測できなかったことが要因と考える。
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具体的内容
背景・要因
「おたふく」のワクチン接種を予定していた患者に、次の患者の接種予定だった「はしか」のワクチ 確認不足。
ンを医師に渡してしまい、接種してしまった。
「おやつくれないからって、殴られた」と訴えあり、左頬部発赤腫脹認める。
観察不足。
「キャー」と聞こえ訪室するとベッドサイドで両手・両膝をつき四つん這いになっている。スリッパを 入院時に失歩状態であった。昨日の準夜帯から独歩可となるが、病棟の「入院時チェックリスト」
履こうとして滑ったと。外傷はなし。
の中の転倒防止の項目を指導していなかった。また、履き物が滑べりやすいものであった。
「グレープフルーツ禁」の患者に「グレープフルーツ入りサラダ」を配膳した。
「野菜サラダ」の中に飾りで他の果物等が入っている場合の内容確認が不十分であった。
「この病気はもう治らない」と言われ、患者は「リハビリテーションをやっても意味がない」と言われ 接遇の問題。
ているように感じ、それ以降は、通院を止めてしまった。
「こんなものがでた」とスタッフに便を見せた。その時、口の周りと口の中にも便が付いていた。
異食のある患者とは思っていなかった。
「ジュータミン４０ｍｌ」の指示であったが、「強ミノ４０ｍｌ」を施行してしまった。
指示を十分に確認しなかった。ダブルチェックを怠った。
「ディオバン40mg1T1日1回(朝)」の処方にて、1日40mg/錠で投与のところを1日80mg/錠で投与し 一人で調剤・監査による思い込みミス。
た。
「デプロメール25mg2T 1日1回(寝る前)」の処方にて、1日2回(朝・夕)と思い込み調剤した。監査時 至急の監査依頼だったため、十分なチェックを怠った。また、デプロメールは、1日2回であるという
にも同様の思い込みでチェックできず、そのままで出した。
思い込みによるミス。
「デプロメール25mg4T1日2回(朝・夕)」の処方にて、1日４錠で投与のところ、1日2錠で調剤(一包 調剤時並びに監査時における2錠:1日2回という思い込み。
化)し、投薬した。
「トイレに行きたい」とのことでトイレ介助をした。少し一緒にいましたが排便で時間がかかるとのこ 観察不足と介助判断ミス。
とで終わったら１人でたたずに必ずナースコールを押すようお願いして、その場を離れたところ、排
泄後、自分でトイレットペーパーを取ろうとしてバランスを崩し転倒したところを発見する。
「トイレに人が倒れている」と知らせあり、トイレに行くとパンツ、ズボンを下げかけてトイレの通路 食道腫瘍があるため固形物摂取が出来ないが本人の理解が十分でなかったため同室者の差し
に倒れているのを発見する、発見時興奮見られ意味不明な言動有トイレに行く直前、同室者より 入れを摂取し、嘔吐しようとトイレに急いだため転倒したと思われる。
カステラをもらい摂取しその後気分不良呼吸困難ありトイレに行ったとのこと転倒時右頭部打撲あ
り。
「ドスン」という音と、「うわぁ」という悲鳴が聞こえ、病室に行ってみたところ、ポータブルトイレの前 最近一人で動こうとはせず、ナースコールで看護師を呼んでポータブルトイレを使用していたの
でしりもちをついている患者を発見。すぐナースコールにて準夜帯の看護師を呼び、二人でベット で、ベット脇にポータブルを置いたままにしていた。
上に臥床させる。
｢どすん｣と音がしたため、見回りにいくとベット脇に座り込んでいる所を、発見。発赤なし、バイタル トイレをしようとベット脇に座ったところベットから滑り落ち臀部を打つ。頭部も少し柵にて打ったが
サイン著変なし医師に朝報告し、様子観察となる。
特変なし。
｢ドスン｣と物音がして，訪室すると、ベットサイド左側に尿器を持ったまま倒れていた。状況を問う 患者の状態、睡眠薬服用などによる転倒予防対策の遅れ
と、｢睡眠薬を飲んだから覚えていない｣と返答あり。ナースコールを押すよう，何回も説明していた
が実行されなかった。外傷はなし。
「ドン」という大きな音がしたため訪室すると床に流血しながら倒れている。医師診察し様子観察の 夜勤帯で20分前近くまで訪室していたが観察が不十分だった。就薬も服用していたため転倒の危
指示あり。頻回に訪室し止血状況の確認をする。
険があった。
「ドン」と音がして病室を訪室すると、患者がベットより転落空いているところを発見。本人は「おしっ 観察不足。転倒対策不足。
こに行こうとした。これを乗り越えた」と返答あり。IVHを挿入していたが、ルートが切れてしまい、当
直医に抜去してもらい、点滴末梢キープする。
「ノルバデックスＤ」０．５錠の処方がオーダーされていた。この薬剤で０．５錠のオーダーは発生し ・類似薬品名のオーダーの問題点。・院内事故防止教育の問題点。・チェックの仕組みの問題点
ないので、薬局にて電子カルテの病名を確認したら「乳癌」の病名はなかった。処方医に確認した
ところ降圧薬の「ノルバスク」が正しい処方であった。「ノルバスク」は当院非採用薬品であるが、か
かりつけで服用していたためそのまま処方しようと電子カルテで３文字検索をした時表示された「ノ
ルバデックスＤ」をそのまま入力してしまったと考えられる。
「パナルジン100ｍｇ2×」の処方に対し、「パナルジン100ｍｇ1×」として調剤。翌日、家族からの電 調剤上、間違えやすい処方に対するチェック機能が働かなかった。 思い込み調剤が要因と考え
話で判明。
られる。
「ヒューマリンＲ１２単位」を施行しようとして、注射器に「イノレット」がセットされているのを見て、前 自己用注射器で施行していたので、セットされているインシュリンをするものと思い込んだ。
回の施行もイノレットをしてしまったことに気づいた。
「プレドニゾロン錠1mg3錠 分1」の処方に「プレドニゾロン錠5mg」を調剤した。服薬開始日に病棟 確認不足、思い込み
での確認時に当該過誤を看護師が発見連絡を行なった。服用前であり患者への影響なし。
「マスキュラックス」を更新する際、通常は「４ｍｇ」のアンプルを開封するのに、「１０ｍｇ」のバイア ２種類あったが、確認しなかった。
ルを開封してしまった。
「ミカルディス20mg 2cp 1日1回(朝)」の処方にて、1日1回で投与のところを、1日2回で調剤(一包 一人調剤、監査による思い込みミス。
化)し、投薬した。1週間は1日2回で服用していたことを主治医に連絡した。なお、血圧コントロール
は特に悪くないということで、このままの用法で継続投与となった。
「ラクローツ ３０ｍｌ」の表示を見て、３０ｍｌ／回投与した。夕の投薬の時に、１０ｍｌ／回であったこ 慌てていて確認しなかった。
とに気付いた。
「ラジカット」朝・夕の点滴が未実施であることに気付き、開始した。その後メインの輸液の指示変 急いでいて確認しなかった。
更があったのに、前回の指示内容を実施していることに気付いた。
「ラシックス２Ａ」が「ラシックス１Ａ」に変更になっていたが、指示書に変更の記載がなく、２日間、２ （セット用）用紙確認をしなかった。
Ａを施行した。
「リスミー１錠、不眠時、一回分」の処方に対し、「レンドルミン１錠」を調剤してしまった。１週間後、 繁忙のため、見直す余裕がなかったと考えられる。
病棟看護師から連絡があり、取り換えた。その患者へは１５日に処方され、２０日の夜、１錠を服
用した。２２日朝に病棟から連絡があり、１週間前の業務であるので、発生状況の詳細については
不明。患者には異常なし。
「外泊から帰った時に渡した空袋に、今夜の分が入っていませんでしたか」と言って来看される。医 空袋の確認が不十分で、全部を出して確認しなかったため見落としたと思われる。
療廃棄物の中に空袋ともに今夕薬と錠剤が入っていた。
「起こして下さい 車屋さん」と大声あり。訪室時 自床横の床に寝転んで上半身を起こしている。
・本人への説明不足
問いかけに「トイレに行こうとして、転んだ」と答える。スタッフ2人が介助し、ベッドへ座位とらせる。
落ち着いてから、疼痛ないと答える。下肢も床につけ、力を入れる事が出来る。外傷なし。ポータ
ブルトイレ介助し、排尿ある。
「胸椎１０番２方向」の撮影の際、条件設定のミスで露出ややオーバーな写真となりました。また、 １ 露出オーバーについて 患者が比較的肥満に見え、撮影時間を少し長くしたのが原因です。
カセッテにゴミが多くついており、カセッテを掃除し再撮影をしました。
２ カセッテのゴミについて ２０日ほど前に掃除しましたが、カセッテ内部のスポンジが少し老朽
化しており、増感紙に付着したためと思われる。
「柵がはずされていて寝返りをうったら床に落ちたよ。腰を打って歩くと痛い」と外傷なし。医師診 既往に脳梗塞あり、情報を活かす。 判断不十分
察。
「酸化マグネシウム3g1日3回 14日分」の処方にて、14日分のところを7日分で投薬した。
調剤時並びに監査時における1週間分(7日分)という思い込み。
「助けてー」という叫び声がしたため訪室すると患者が床に座り込んでいた。３０分前の巡視時は 監視できる部屋やベッドの柵などの環境の問題もあり
よく入眠していた。ベッド柵は２本であった。患者への影響はなかった。
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改善策
ダブルチェックを確実にする。
仲良くされている患者でも、状態の変化でトラブルになる事もあり、精神状態の観察を行う。
滑らず履きやすく脱ぎやすい履き物に変更していただく。独歩可になったら早めに転倒防止の項
目を指導する。
内容確認を徹底する。
説明の仕方について、科内で検討。
排便コントロールを行い、排便があった際には、すぐにオムツ交換を行う。
基本に忠実に行い、確認する。
一人での業務の際は、少し時間をおいて監査する。また、監査時はmg数まで確認を行なう。
監査の徹底(思い込みで監査はしない)。
監査業務の徹底。
トイレ介助時は、終了まで付き添うか、離れて見守る。
喉に腫瘍があるため固形物は摂取できないこと再度説明、同室者にも食事制限のある事を再度
伝える。移動時はきちんと靴を履いてもらよう説明する。
ベット脇に置いたままにせず、使用時にベット脇に持ってくるようにする。
早めに訪室し、声掛けを行うべきであった。
睡眠薬服用時は4点柵とする 再度、ナースコールを押す事を説明する
就寝薬服用後、入眠するまでの時間帯は十分に観察を行なう。
ベット4点柵設置。転落防止のため、ベット下へマットを敷く。
類似薬品名のある処方オーダー時の検索名称を商品名から一般名に変更した。セロクエルはク
エチアピン、ノルバデックスＤはタモキシフェン、タキソールはパクリタキセル、タキソテールはドセタ
キセル。全職員に通達した。
処方箋上で間違えやすい処方に関し薬剤師側で補足を書き加えたり、線を引くなどのミスを防ぐ
工夫を行う。
確認する。
処方箋との照合・確認を徹底を行なう。
薬品名・薬効・副作用の確認、患者の確認等基本を守る。
一人での業務の際は、少し時間をおいて監査する。
薬効と患者の状態を照らし合わせ、適量であるか確認していく。
マニュアルに沿って、基本に忠実に行う。
確実な確認を行う。
調剤の基本である自己監査がされていなかった。マニュアル遵守を徹底した。

袋を全部出し１つずつ確認して廃棄する。
・再度ナースコールの使用の説明をする（不安な時には押してもらう）・巡視の際覚醒のきざしがあ
れば、声をかけトイレを促がし、見守り・必要であれば介助する。
１ 撮影条件について 基本マニュアルを作っていますが、個々の患者に対応して、微細な条件設
定変更が必要。 ２ 出来ればカセッテの更新が望ましい。
転棟・転落の危険性があると判断したら柵の装着を心がける。
監査業務の徹底。
痴呆老人に対して観察できる部屋の考慮をする。ベッド柵は４本使用し安全に配慮する。
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具体的内容
背景・要因
「除水620ｍｌで中止され、予定除水できず」血糖の採血があったため、早めにタイマーをセットして 確認不足 うっかりミス 規則違反
いた。終了時間になっていたため、患者の所に行くと、除水620mlになり、除水速度が0ｍｌになって
いた。本日の除水が700ｍｌと記載され、除水量を確認せず、中止したと考えられる。終了時間と
なっていたため、患者に説明し、予定体重より100ｇのこることを説明すると、それで良いと返答
あったために終了とする。終了時の体重は47,7ｋｇでＤＷより100ｇ残った。
「水溶性ハイドロコートン500mg2V」の注射指示にて、「ソルメルコート500mg2V」でセットし、監査で 「ソルメルコート500mg2V」と「水溶性ハイドロコートン500mg2V」のステロイド製剤の「500mg」という
もチェック出来ずそままで出した。
思い込みによるミス。
「生食１００ｍｌ＋エクサシン２００ｍｇ」を間違えて他の患者に施行してしまった。
確認が足りなかった。
「生食２０ｍｌ＋ガスター１Ａ」静注を、２１：００の指示であったが、１６：００に施行してしまった。２１： 与薬時間の確認が不十分であった。
００にも施行したので二重の投与となった。
「洗面所前の掲示板にメモ用紙３枚が貼ってありますよ」とある患者が知らせて下さった。確認する 患者が妄想活発であった。理解力がない。
と別の患者が書いたエネルギー関係の妄想的な内容のメモであった。その患者様に説明の上除
去した。
「誰か来てくれ」という患者の声で病室を訪ねるとベッドを前に車イスと一緒に床に倒れている別の 入院時に患者が持参した上履き用シューズをチェックしていなかったため、きちんと履くことができ
患者を発見。
ず転倒した模様。
「朝、目がさめた時に布団と一緒にベッドから落ちたよ」と患者本人から話された。16時の訪室時 母親の付添いがはずれた翌朝の出来事であり、母親が付添っていた側のベッド柵がついていな
に初めて転落の事実を知った。 布団にからまって落ちたため、打撲もなく無症状であった。
かった。
「朝・夕・寝る前」の薬を「朝・昼・夕」と思い込み薬の準備を してしまったが事前に気付いた。
日中大声を出される患者であったので、薬からして「朝・昼・夕」と思い込んでしまった。
「痛いよー」との叫び声があり、看護助手がベッド下に倒れているところを発見する。本人、前頭部 静かに臥床している患者であったが、時折体動も認められていたのにもかかわらず、観察が不十
を打ったと話す。発赤あり。意識クリアー。歩行可能。外傷等認められない。
分であった。
BP137/68mmHg.P72.主治医報告。様子観察の指示あり。
「弟が迎えに来ています。連絡がありました。｣といって○階段を降りているところを発見する。病棟 職員が昼休み中で人員が少ないときだった。
へ戻るよう誘導する。
「透析開始」の機械操作ボタンを、「停止」ボタンと間違えた可能性がある。
確認が不十分だった。
「病室 Ａ様 常食」と書いた食事が来た。看護師は名字のみ確認し、名前まで見ないで病室 Ｂ 絶食の患者様へ充分な説明をしていれば、また、家族もいたので家族へも説明していれば防げた
様へ配膳してしまった。Ｂ様は絶食中であった。一緒に配膳をしていた看護師が発見。Ｂ様は少量 かもしれない。また、配膳した看護師は、Ｂ様が絶食であるのを知っていたが、食事開始になった
摂取してしまっていた。医師へ報告。経過観察し、腹痛などに症状の発症はなく変化はなかった。 と思い込んでいた。情報伝達が不十分。
「本来何をしようとしていたのか」 12時～翌日12時にかけて輸液ポンプを使用し，薬剤を23ml/h 閉塞・気泡の解除後に，設定されている流量の確認をしなかった。
で24時間持続的に注入する予定だった。 「実際には何をしてしまったのか」「発見に至った経
時に，流量設定スイッチが作動してしまう機種がある。
緯」 22時30分には流量設定が23ml/hであることを確認した。 23時20分頃閉塞・気泡等でアラー
ムが数回鳴ったため，暗闇の中で閉塞・気泡を解除しているうちに，流量スイッチに触れてしまい
流量がかわってしまったと思われる。 24時に完了のアラームが鳴ったため流量設定を確認したと
ころ423ml/hとなっていた。 22時30分から24時00分までの1時間30分で，13時間30分相当の点滴
静注が行われた。 「発生時の状況」 輸液ポンプアラーム解除中，他の部屋のナースコールが
なってしまった。 深夜で懐中電灯の明かりで閉塞・気泡を解除しなければならなかった。
「本来何をしようとしていたのか」電子線治療のため，9MeVの電子線を2Gy照射する予定だった。
「実際には何をしてしまったのか」誤って12MeVの電子線にて照射を開始してしまった。 「何が起
こったのか」「発見に至った経緯」「推定される患者への影響」0.8Gy程度照射した時点で計器を見
ていた技師が誤りを発見し，以降は9Mevの電子線に訂正し照射を継続した。結果として，2.00Gy
の予定に対し2.07Gyが照射されてしまった。現在のところ，患者の身体への影響はない。
「本来何をしようとしていたのか」脳動脈3DCTのルチーン検査より足方の病変の描出 「実際には
何をしてしまったのか」ルチーンの脳動脈3DCT検査 「何が起こったのか」脳動脈（椎骨動脈）の
病変全体が描出されなかった 「発生時の状況」週末金曜日午後の忙しい時間帯であった 「発生
に至った経緯」依頼伝票に記載のあった椎骨動脈の異常をMRA写真でよく確認せずにルチーン
の脳動脈3DCTで描出できると思い込んで検査を始めた。 「推定される患者への影響」CT追加再
検査による被爆の増加と造影剤の追加投与による負担
「夜間トイレへ行こうとベッド端にすわったところ、尻餅をついた状態で床に転倒した。立ち上がろう
としてベッド脇にあったオーバーテーブルにて額を打った」と朝の検温時に伝えられた。バイタルサ
イン測定し、左額に１ｃｍ血腫を発見。状況確認（意識喪失等は無かったとのこと。）当直師長報
告。主治医に報告し経過観察となった。
「夜間目が覚めて、病室を出ようとしたときに、酸素ボンベ架を準備しようとし、ふらつきでボンベ架
につかまったがキャスターが動きひざを床に着いた。」と患者からの報告があった。
「輸液５００ｍｌ」「抗生剤１００ｍｌ」が一緒に点滴セットでくるんであった。先に抗生剤を施行し、５０
０ｍｌのボトルは抗生剤の横に吊るしておいたところ、家人より５００ｍｌの名前が違う。
「隣の人を助けようとした」「片付けしないと」とベッド柵を乗り越えて，床から立ち上がろうとしてい
るところを発見した
「嚥下３Ｃ」の予定であったが、摂取困難となり「嚥下２Ｂ」の変更伝票を提出し、給食室へ電話し
た。その後、老健へ入所となり変更前の伝票を破棄していなかったことと、カルテの未整理がわ
かった。
「痒かったから抜いてしまった」と本人からナースコールあり。IVHを自己抜針し、ルートを持ったま
ま、上記のよう言われる。出血はなく、バイタルは著変なかった。（点滴はソルデム３AGのみであ
り、カテコラミン等血行動態に影響を及ぼす薬剤は使用していなかった。）当直医に報告し、末梢
よりラインを取り直し、指示の点滴を再開した。
『22時 Hr５００ｍｌ以下 ラシックス１/２A追加』の指示があり、３５０ｍｌしか出ていないので指示の
ラシックスを施行したが、本来は、朝6時から22時までに５００ｍｌ以下だったならばという指示で
あった。当日、PM4時に５００ｍｌ尿を破棄しており、尿量は１０５０ｍｌなので、ラシックスは行くべき
でなかった。患者さんのVSは変化なかった。
『すぐにでも注射を実施したい』と看護師が薬剤科に注射薬を取りにこられたが、注射せんが発行
されておらず持参してくれた注射指示せんに基づいて注射薬を渡したが見慣れていない指示せん
だったので実際の注射せんとは違う数量間違いを起こしてしまった。
『左』人工膝関節置換術の外回り看護業務を担当した。患者が入室する際申し送りのとき、承諾書
が『右』人工関節置換術になっていた。主治医へ報告をし、主治医より患者へ説明をし、患者の目
の前で訂正した。
『転んじゃったよー』との大声で、いそいで訪室すると、患者様が頭を両手で抱えて座っていた。
『頭をぶつけた』とのこと。医師、責任課長に報告。ＢＰ１０９／６５。後頭部腫脹等異常なし。医師
診察、朝まで経過観察とのこと。アイスノンのみ使用。

改善策
スタッフの教育／指導体制 マニュアルを守ること。

監査業務を徹底する。
３回確認する。 基本を忠実に守る。
マニュアルに沿って、基本に忠実に行う。
病院からのお知らせなどを掲示する場所であるということを患者に十分に説明をし、理解していた
だいた。
転入時、持ち物チェック時にシューズも確認する。
小児は必ず両サイドにベッド柵をつける。
マニュアル通りに行う。 声だし確認を行う。 ダブルチェックを行う。
常に転倒の危険性がある患者のケース。観察を密にして対応を行なっていく。
人員が少ないときだからこそ、離院しそうな患者様のところへ頻回に巡回する。開放病棟である
が、対応困難であることを医師に報告する。
常に危機感を持ち、基本を遵守する。
現在検討中。

フロントパネルが開いている 輸液ポンプを使用する場合は，初期設定の段階だけでなく，（閉塞・気泡の解除等で）輸液ポンプ
に触れた時も，必ず指示書に基づいてポンプの流量設定の確認を実施することとした。

１．現在電子線治療を行っている患者様が数名おり，その中の一人が12MeVで治療中だったた
め，思い込みで誤ったエネルギーを選択してしまった。 ２．エネルギーを選択する際のダブル
チェックを実施しなかった。 ３．予定時間外に治療に来られた患者がいたため，待ち患者が多く
心理的に焦ってしまった。 ４．電子線治療は，X線治療のようにコンピュータ（患者データ管理シス
テム）による照合を行っていなかった。
・3DCT依頼伝票の指示は不十分で読みにくい。カルテにも記載が ほとんどない。 ・脳外科医の
依頼伝票によって放射線科医が3DCT検査をする下請け制である ・脳外科医に撮影法と造影剤
の投与法を教えたが、一度も施行してもらえない

１．電子線治療の治療データを患者データ管理システムに登録し，エネルギーを含めた全てのパ
ラメータが一致しないときは，ビームが出ないようにした。 ２．コンソール操作時のダブルチェック
を徹底する。 ３．照射直前の確認として，照射処方を「声出し，指指し確認」し，確認した各項目に
チェックを入れることとした。
・依頼伝票内容をよく確認する ・記載が読めないときや情報が不足している場合は、主治医に連
絡をとる ・依頼伝票に病変部のシェーマを描くよう3DCT依頼マニュアルにお願いを追加した ・
MRA写真を検査時に取り寄せ、画像で病変位置を確認するようにした ・さらに不安な場合は撮影
範囲を少し広めに設置するようにした

元々ふらつきがあり、尿器使用中、トイレ移動時はナースコールをと説明してあったが、夜間ナー 夜間巡視時は入眠されているのを確認している。顔は確認していなかったと報告を受ける。スタッ
スコールも無かったため、発生時間も不明。再度説明をし、理解を促がす必要があった。
フ全員にナースコールの必要性を日常的に説明し、夜間の巡視の回数を増やし、危険防止を観
察する旨、指導した。
ボンベ架の使用に際しての注意の不足。 転倒防止の注意として、個人的な注意点が不足し
ていた。
施行前、姓は確認したが名前は確認しなかった。 一緒にセットしてしまったので、同一患者のも
のと思い込んだ。
失見当識障害 眠剤内服 入院２日目

患者の状況を考慮した、転倒防止の具体的注意点を説明する。

同時に整理しなかったので、忘れていた。

一連の業務は同時に行い、後回しにしない。

フルネームで確認する。 ３回確認する。 声を出して確認する。
患者の状態を的確に捉え、対策を検討する

定期的な訪室はしており、入眠していたが、目が覚めた時に無意識的にラインをさわってしまった IVHラインのテープ固定方法の工夫。 可能な限りの頻回な訪室。
ようで、未然に防ぎきれなかった。
指示をカーデックスに転記しているが、誤った転記である

医師指示は必ず原本を見るように指導した

注射指示せんの数量見落とし

薬剤科より発行された注射せんに基づく調剤

医師が記入する際の確認が不十分であった。 患者が署名後に受け取った看護師の確認が不十 承諾書の記載基準を再度周知徹底する。 看護部安全対策委員会にて確認を呼びかける。
分であった。 手術室への患者を搬送した看護師の確認が不十分であった。
ニュースにて院内に流した。 手術出しする際には左右ある臓器に対してはマーキングをして入出
するように院内で決定した。
患者、スリッパを使用せず、滑りやすい靴下のまま移動していたためと考えられる。
患者にスリッパの使用を説明する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
『妊娠中毒症食B 中米飯』と入力したが誤り『妊娠中毒症食B ５分粥』と入力した。自分としては 入力オーダー発行をする際に確認することを怠った。
オーダー発行後ももう一度確認し、入力ミスがないかを見る。 患者に配膳する前に間違いに気づ
正しく、『中米飯』と入力したと思っていた。配膳時、別のスタッフが５分粥だと気づき食事の訂正を
くことができた為、これからも同じようにチェックを行っていく。
した。患者に間違ったメニューであったことを伝えた。
【深夜看護師】
当日、患者は朝の食事をホールドとし、８：５０からの検査（ＢＭＩＰＰ）が予定さ 深夜の部屋持ち看護師とフリー看護師が検査や食事ホールドに関してコンタクト不足であった。 間違いに気づいた時点で、主治医が来棟中であったため、報告。 ８：４５（検査に行く前）に血糖
れていた。深夜看護師は検査予定表を照らし合わせ、当日、ＢＭＩＰＰの検査が行われることを確 深夜部屋持ち看護師はＢＭＩＰＰの検査の流れは再確認したが、内服やインシュリンの件は検査 検査をするように指示が出る。血糖値１１６ｍｇ／ｄｌであり、予防的にブドウ糖１０ｇ内服の指示が
認した。 （朝食はホールドであるため、検査終了までナースステーションで預けることにしてい 基準には記載されておらず、又、患者へ渡す検査説明用紙にもその件に関しては何も、書かれて あった。患者に今回の経過を説明し、与薬した。 低血糖は出現せず、検査を終了できた。 部屋
た。） ７：２５、患者がインシュリン注射のため処置室に来た。ペンフィル５０Ｒ ８Ｅ 自己皮注
おらず、患者への説明不足もあった。 （前日の日勤で、検査のため、朝食はホールドとなることを 持ち深夜看護師とフリー看護師との密なコンタクト、声かけ。 患者へ説明する検査説明用紙の見
で、 朝食がホールドであることは、その時には頭になく、患者の手技を確認する。（深夜フリー看 説明、インシュリンも検査後になることは、口頭で説明していた。） インシュリン注射と食事ホール 直し。 深夜フリー看護師が当日の注射伝票を書く際に、朝食ホールドであり、インシュリン注射は
護師と共に）７：５０、配膳車が来て、深夜フリー看護師が食事を見た際、インシュリン注射を打って ドの関連が頭の中で整理されていなかった。（注意がまわらなかった） 患者のインシュリンの自己 検査後になることを注意書きする等の工夫。 前日の担当・検査係、当日の担当が、注射、内服薬
はいけないことに 気づく。深夜フリー看護師より報告をされ、始めて気づいた。 【深夜フリー看護 管理は１０年以上であった。
まで確認し、制限や変更がある場合は申し送り簿か、カーデックスに記載する。
師】準夜フリーの業務として、夜間、本日施行のためのインシュリンの伝票を記載し、準備した。申
し送り簿を見て、当患者はＢＭＩＰＰの検査のため、朝食がホールドであることを知っていた。７：２
５、処置室に行くと、患者はインシュリン注射の準備を始めており、手技や単位数を確認後、自己
皮注を行った。（深夜看護師と共に確認）７：５５、配膳車より、患者の朝食を取った時点で、ホール
ドであったことを思い出し、申し送り簿で確認をした。インシュリン注射を打ってはいけなかったこと
を担当の深夜看護師に報告した。ペンフィル５０Ｒ ８Ｅ施行後、予定通り（３０分後）に食事摂取が
できないため、低血糖をおこすおそれがある。
＜準夜帯ではトイレに行こうとして転倒したため、「夜間は尿器を使用して排泄する」ように説明し 患者に説明したといっても説明した内容と患者の理解の仕方に温度差がある。なぜ歩くとあぶな 点滴の実施や薬剤の使用など、排尿パターンに影響する要因を考慮して排泄の援助計画を立
患者は行動できていた＞という申し送りを受けた。普段は尿器の使用を拒否する患者であるた
いのかを説明すると同時に、患者がどうしたいのかを聞いて、患者の意志を尊重できるような援助 て、「頻回の訪室」ではなく「効果的な訪室」となるような時間を考慮する。
め、何回か観察していた。排尿介助しようと５時に訪室したところ睡眠中であったため、３０分後再 方法を探ることが必要であった。
度訪室するため廊下に出たところ、患者が部屋から出てくるのを発見した。あぶないので急いで近
寄ろうとしたが間に合わず、患者は転倒した。
≪ペンフィルNの指示なのにヒューマリンNを看護師が皮下注射した。≫
医師の指示は朝・昼 １ 当院では退院前の自己注射の際は、ペンフィルを使用するが、医療者が注射をする場合には １ 医師にインシュリン指示のマニュアルを再確認してもらった。指示を受ける看護師にも再確認し
にヒューマリンRの皮下注射で夕のみペンフィルNの指示だった。ホワイトボードの処置メモも21時 ヒューマリンを使用することになっているが、医師が、なぜか就寝前にはペンフィルのほうが良いと てもらい、おかしな指示は受けないことを徹底する。医師に戻して正しく指示してもらう働きかけを
はペンフィルと記載されていたが看護師は、その前のヒューマリンが気になり、ヒューマリンNと思 医師が所属する病棟の看護師との間で取り決めがあると思い込み（実際にはその病棟の看護師 行う。 ２ 看護師は確認作業を思い込みで行わないよう、ゆっくりと医師の指示の薬剤名と準備し
い込んだ。ヒューマリンNを皮下注射して記録しようとしたら、昨日の記録が「PN ○単位」になって との間にそのような約束はない）21時はペンフィルの指示をした。退職した糖尿病専門医がマニュ た薬剤名を声に出して、指さし確認する。 ３ 患者にもインシュリン名や量を説明し、形態などを
いた。再度指示を確認し直すとペンフィルNであった。 間違いに気付き医師に報告したところ、「N アル化したものが周知されていなかった。
２ 看護師が思い込みのまま確認した。３ インシュ 覚えてもらう。
ならどちらでも良い」と言われた。病院の決まりとしては、看護師など医療者が実施する時はヒュー リンは、実施後に伝票に記載されて数日分が1枚の用紙に記載され薬剤科に送られるため、薬剤
マリン、患者が自己注射する時はペンフィルと決まっている。しかし、医師は、就寝前のインシュリ 師の検薬のシステムが働かない。 ４ 患者が、自分に使用されているインシュリンの名前を理解
ンのみペンフィルNで指示をしていた。
していないので間違っていることを指摘できない。
≪医師が意図したことと看護師が受け取った事の意味が違い、手術中に膀胱内カテーテルのバ １ 慣れない手術の介助をしていた看護師が医師の指示を疑問に思いながらも医師に問い返さな １ 疑問はすぐに医師に返して確認の上実施する。不安を抱えたままでの実施は絶対にしない。
ルンが破裂した。≫術前に１６Frバルンカテーテル（カフ5cc、温度センサー付き）を挿入。開腹手 かった。 ２ 医師が「バルン」と言ったので「バルン」に指示どおり注入した。明確な表現での指示 ２ 医師は適切な表現で指示をする。紛らわしい表現をしない。３ 看護師は、外回り介助マニュア
術で膀胱の確認のため医師が「バルン膨らまして」と指示した。看護師は、「バルンてそんなに膨ら ではなかった。
ルをよく読んで介助につく。
むのかな？」と疑問に思いながら、指示通りにカフ内に50cc蒸留水を追加した。さらに50cc追加の
指示があり、実施中に膀胱内で破裂した。その後、医師は、膀胱をエアーで膨らませて欲しかった
ことがわかった。医師も膀胱を膨らましてと言えば良かったと話した。手術終了まで抜けないように
テープで固定し、抜けることなく手術は終了した。
○○A様に対し気胸を疑いベッドでのレントゲン撮影を依頼し放射線科技師が撮影した。翌朝、助 通常夜間入院患者はリカバリー室に入院するが、満室で他の部屋に入室した。 オーダリング画 看護師と協働してクロスチェックする。 ハード面で難しいがオーダリング画面の患者氏名が目立
産師より、オーダリング入力の名前が○○B様になっていたことを知らされる。直ちに胸部レントゲ 面上でリカバリー室に入っていると思い込んで同姓の患者の画面を開いた。 オーダーリング画面 つようにレイアウトを変える。
ン上の氏名及び検査費用計算の訂正の手続きをとった。
上の字が小さい。
○○様と話している最中に、Ａ医師より緊急の採血オーダーを手渡され、その場でスピッツにシー ２人とも主治医がＡ医師であり、○○様と話をしている時に伝票を手渡されたので○○様のものと マニュアル通りに伝票とラベル、スピッツとの確認を行う。 マニュアル通りに患者と共に確認す
ルを貼った。すぐにＡ医師よりの○○様のムンテラに同席した。ムンテラ終了後、○○様の採血を 思ってしまった。 伝票とのチェックをしていない。 採血直前に行う患者氏名との確認を怠った。 る。 声出し、指差し確認を行う。
した直後に名前を確認すると他患者の採血であったことに気付いた。○○様には間違った採血
だったことを謝罪する。その後指示された患者様の採血を行う。
●トイレで転倒し後頭部を打撲した。４０、４度の発熱(Ｒ５０９)と嘔吐で救急受診。ボルタレン坐薬 ●ボルタレン坐薬挿入後、１時間経過し発汗多量も、３８度の熱があった。●排尿と坐薬の効果で 救急室内のトイレを使用し、できるだけ目が届くようにする。
挿入・点滴施行していた。尿意があり、トイレへ一緒に歩行し、歩行状態がよかったので、排尿中 血圧の変動の可能性が考えられた。●歩行状態がよかったので傍を離れても大丈夫と思い、他
は傍にいなかった。２３：１５トイレから看護婦さーんと呼ばれ、すぐに行ってみると、手洗い場で、 の患者の処置をし眼を離していた。患者の母も帰宅され不在だった。
点滴架台ごと転倒、後頭部を洋式トイレ側の壁で打撲されていた。顔色不良。冷汗あり。声かけに
反応あり。手足可動ＯＫ。嘔気・嘔吐なし。頭痛(Ｒ５１)なし。医師の診察後、頭部ＣＴ施行し異常な
し。本人と母に説明、点滴終了後帰宅された。
○月１５日転室する。 ２３日、財布より「１万円」がなくなったと訴えあり。 ２７日、財布より「３０００ 訴えに曖昧な点がある。 一人暮らしのため相談相手、報告者がいない。
警察には届けないと本人は言っている。 現金を複数で確認し、詰所で預かる。 近所の人に現金
円」、財布より「２０００円」なくなったと。 本人曰く「隣の人が合鍵を作ったのではないか」と。
を持ち帰って頂き、手持ちを最小限にする。
○月１７日に食事開始の指示がでたので、クラークに開始伝票を依頼したが、１６日開始と記載し 口頭で伝票依頼した。 受持ち看護師がおかしいと思ったが、確認しなかった。
口頭の場合、復唱して確認する。 「おかしい」と感じたら必ずカルテ等で確認する。
たため、上がってきた食事を受持ち看護師が配膳した。
病棟ポ－タブル撮影。画像と名前の不一致。医師からの指摘により発見。以前の画像と 照ら 疲れと忙しさ。思い込み。
ネ－ムカ－ドとフィルムを組み合わせて持ち運びしてみようと思います。
し合わせて修正。
麻酔科管理の全身麻酔下にて甲状腺の手術中。体幹に手をつけて固定しており、術野の写真 体位固定前に点滴挿入部をしっかり確認していなかった事、 麻酔科医師の情報や、患者さまか 術中に点滴挿入部の観察が困難だと予想されるときは、体位固定前に特に注意して観察する。
を撮る際に医師が移動した時、覆布が濡れており、覆布をめくったところ、左前腕に入っていた末 らの情報をきちんと得る事が出来ていなかった事。
麻酔科管理の手術の場合は麻酔科医師との情報交換を密に行い、そうでないときも患者さまの情
梢静脈の点滴部分より輸液と出血の漏れがあった。接続部がゆるんでいたが、確認した所閉塞し
報を得るために、しっかり観察をしていくよう注意する。
ていた為、ルート再挿入となった。入室時は点滴の滴下は良く、点滴挿入部の異常はなかった。
その後麻酔科医師の話によると、点滴交換をした時から滴下が悪くなった事や尿の流出が少な
かった事を聞いた。
・１０日午前９時３０分頃３階病室において、自己血液８００ｍｌ（４００ｍｌ×２パック）貯血した後、
【看護師例】・マニュアルの再確認と、その実施徹底が不十分であった。・自己血の採血は実施頻 【看護師例】・操作方法等について、基本的なマニュアルの再確認と、遵守の実行。・自己血貯留
チューブシーラーにてパックを融着中、２パックのうち１つの自己血パックのチューブが一部切断し 度が少なく、看護師の取り扱い自体に不慣れな点など多少困難な要因も一部あったが、今回は清 時チューブシーラー融着は２人の看護師で行う。・不要なチューブを用いてシーラー融着を施行練
てしまい、それを持って検査室へ行った。（この時シールが不完全で、パックに一番近いところの 潔操作という点でも基本的なミスであり、基本的なマニュアル自体も実行されていなかった。・シー 習する。【検査室例】・自己血の採血時に無菌的操作が行われていない疑いのあるものは、製剤
シールからも血液が漏れ、空気がすでに入ってしまった状態であった。）その後検査室へ持って
ラーというパックの固定方法についても、十分に認識された状態ではなかった。【検査室例】・
を管理する側として受け取らないようにし、又そういったことがあれば主治医への連絡を行い、今
いったところ、検査技師にシールをし直すように注意され、シールをし直したがパックの中まで空気 チューブから血液が漏れていると気付いた時点で医師への連絡や、血液の使用の可否について 後の指示を仰ぐようにする。
が入った状態であった。そして、それをそのまま検査室の冷蔵庫に保管した。（もう１つはＯＫ）・１７ 確認しなかった。・自己血パックについての知識等について、十分に認識された状態ではなかっ
日患者さんの手術のため、交差を依頼した際、自己血パックを確認すると、パックの中に気泡が混 た。
入しており、自己血は黒っぽく変色して使用できない状態になっていた。・医師から患者本人に自
己血パックに気泡が混入し使用できなくなったことを説明していただいたところ、患者さんは了解し
納得された。結果的に患者のＨｂは１０．８g/dlであり、４００ｍｌ自己血液を使用し、手術は無事に
終了した。
・○月２９日担当看護師は、入院時患者の持参薬名を確認し患者に「お薬がなくなりそうになった ・患者に薬がなくなったら申し出て下さいと説明したので、患者が申し出てくれるものと判断した。 ・患者に任せることなく入院時の内服と後の処方ついての確認が必要であったこと、カルテの記載
ら看護師に申し出て下さい」と説明した。○月７日担当看護師が内服確認をすると、患者は「３日 ・毎日の内服確認ができていなかった。 ・カルテに残薬数の記載がなかった。
について指導した。 ・看護計画の内服確認を十分実行していなかったので、計画の実施を確実
分あったお薬を飲んでしまったら、もう飲まなくて良いと思った」と答え、○月３日から７日までの糖
に行なうように看護師に通達した。 ・術後の内服管理については、患者と十分相談して管理を行
尿病薬と降圧剤を内服していないことが、発覚した。血糖値は、○月７日１７３ｍｇｄｌ、血圧は９９ー
なうようにした。
１４９／６２ー７４mmHgであった。主治医に報告し、術後に内服開始することになった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
・○日１時３０分頃に麻薬管理庫の麻薬残量を確認し、内服中止中のオキシコンチン５ｍｇが１６錠 ・薬袋の上部が約５ｃｍ破けており、錠剤が一錠ずつに裁断されていた。 ・１１日９時３０分頃の ・裁断された錠剤は、落ちる可能性があるので一枚の台紙に貼り、新しい薬袋に保管した。 ・麻
あることを二人（深夜と準夜の看護師）の看護師で確認した。１１日９時３０分頃オキシコンチン５ｍ 残量の確認は、一錠ずつ机のふちに薬袋を沿わせて滑らすように入れながら確認した。 ・患者 薬の残量の確認は、勤務交替時に二人の看護師（勤務者と次の勤務者）で行い、連名で申し送り
ｇが１６錠あることを一人（深夜）の看護師が確認した。１１日の日勤の看護師は麻薬の残量を確 への誤投薬はなく、麻薬管理庫のテンキー番号が当該病棟の看護師しか知らない。 ・病棟の麻 簿に署名するようにした。 ・麻薬の残量がない場合も必ず確認して、残量がないことを記載するこ
認すべきところを忘れて確認できなかった。１２日の準夜の看護師がオキシコンチンの残量を確認 薬管理のマニュアルでは、残量を一人で確認することにしているが、確認漏れがチェックできな
とにした。 ・病棟スタッフ全員で再度麻薬管理についての勉強会を開催し、管理を徹底することに
したところ１５錠であることが判明した。ナースステーションなどを捜索するが発見できなかった。清 かった。また一人で確認したつもりであるが、確証がない。 ・以上より確認時に一錠紛失した可能 した。
掃後のごみやごみ箱のごみはすでに処理されていた。 ・患者に投与されていないことは確認でき 性が高いと考えられる。
た。また麻薬管理庫は当該麻薬のみの管理であった。
・１３時に排尿の援助をしたが、１５時に患者がベットより転落した。柵は３点で１点柵の側から落ち ・排尿援助計画の不備 ・家族の不在時の安全対策不備
・排尿パターンを把握した援助計画の立案 ・家族不在時の安全対策について計画と実施 ・家族
た。 排尿のためトイレに行こうとした。
との連携
・１３日外泊より１１時に帰室した患者の昼食が準備されていないことが発覚した。１１日外泊の
・入力後の食事開始を確認しなかった。 ・食事入力のマニュアルを十分に理解しないまま入力し ・食事に入力についての、マニュアルを再度読み理解するように指導した。 ・入力後の確認を必
オーダー入力を行なった時、１２日の帰室予定が１１時であっため、１１時に入力していた。しかし た。
ず、画面をたどりながら行なうように指導した。
ルールでは、１０時５９分までの入力でないと昼食が準備できないことになっている。入力の時点
で、１１時の帰室予定であれば昼食が準備されると思い込んで、食時開始を確認せずに入力して
しまった。患者には、栄養課に相談して昼食を準備した。
・１７時過ぎに夕食前のおしぼりを持参して訪室すると、患者が「とれたのでつないで下さい」と話 ・当患者は術後不穏状態がみられたために、硬膜外チューブの自己抜去防止のために硬膜外
・看護師は患者と、体動時のチューブ類の固定と管理について、患者と相談しながら十分な説明
し、硬膜外チューブを手に持っていた。看護師が、硬膜外チューブが接続部よりはずれているのを チューブを腹帯の中から上着の下に出していた。不穏状態が落ち着き自分で体動できるように
を行なう。
発見した。患者は自分で臥位より座位になった時にプチッと音がしたと話した。主治医に報告し、 なったが、硬膜外チューブなどのチューブ類の管理について、看護師より患者への説明が十分で
硬膜外チューブ（硬膜外チューブは翌日抜去予定であった）を抜去した。抜去後も疼痛を訴えるこ なかったと思われる。
となく鎮痛剤は使用しなかった。
・１時１５分患者（聾唖者）がステーションに見え、左手首を指差した。左前腕に５ｍｍ×２０ｍｍの ・杖歩行であり、眠剤の影響でふらつきが強くなった可能性がある。 ・患者の枕灯がついていな ・患者の枕灯を点ける。 ・患者に、眠剤の内服後の歩行についてはふらつきなどが起こることを
擦過傷があった。病室で足元がふらついてた患者のベッドで手をすりむいたと答えた。患者は、杖 かったので、足元が暗かった。
説明する。 ・夜間の歩行時ふらつきが強い時は、看護師にコールしていただくように説明する。
歩行であり、眠剤を前日の２１時頃に内服していた。
・１日手術後病棟に帰室して、酸素マスク３Lで開始した。その後１日の２２時までは、酸素流量計 ・酸素流量計を設置した時と流量開始時に正常に作動そたために、故障の予測が困難であった。 ・酸素流量計の実際の流量を、パルスオキシメーターに頼らず観察時には必ず確認するように、
の流量を確認したが、その後実際の流量は確認できず、２日６時に酸素流量が０Lとなっているこ ・パルスオキシメーターのデーターが良かったために、酸素流量の実際の流量の確認を怠った。 全スタッフに周知徹底した。 ・病棟の酸素流量計を点検した。
とを発見した。酸素流量計のバルブは閉じていなかったので、なんらかの故障が途中で起こったと ・酸素流量計の実際の流量確認を観察時に怠った。
考えられたが原因は判明できなかった。患者のＳｐｏ２は９７ー９８％で経過し、呼吸困難などの胸
部症状は自覚なかった。
・１日準夜勤務者は、カーデックスとカルテより情報収集を行なった。カーデックスに翌日が大腸
・情報収集の際に、カーデックスの上部にあるクリニカルパス表を注意して見て、下部にある看護 ・検査用パンフレットを見直して、前処置がすべて記載されるように修正した。 ・当事者について
ファイバーの検査であることと当日２１時に下剤投与のことが記載されていたが、気づかなかっ
ケア表の情報収集を怠った。 ・検査用パンフレットに検査前日２１時に下剤内服の件が記載され は、情報収集の重要性・再確認について指導した。
た。日勤者は患者に、検査用パンフレットを用いて検査の説明（下剤の投与を含めた）を行なって ていなかった。
いた。準夜看護師は当該患者の２回のラウンド時にはパンフレットの存在に気づかず、患者が「も
う何もないなら休む」と訴えた時も、何もないと答え、検査前処置の下剤（ラキソベロンキット１本）
を投与できなかった。２日１時４０分に深夜勤務者がカルテに下剤に記載がないことに気づき、判
明した。判明時に患者がすでに睡眠中であったため、朝に主治医に確認しることにした。主治医よ
り術前のマーキングの検査なので下剤の追加投与は必要ないとの判断であり、検査は予定通り
実施できた。
・２６日深夜の看護師が朝プレドニン２．５ｍｇを与薬しようとしたしたら、２５日と２６日プレドニン２． ・与薬の原則である与薬時間の確認ができなかった。 ・前日朝与薬したので、与薬するものと思 ・与薬の原則（薬剤名、量、内服時間の確認）を厳守するように指導した。 ・副腎皮質ホルモンの
５ｍｇ朝１回の指示の薬袋にプレドニンがないことに気づいた。確認すると２５日の準夜の看護師 いこんだ。 ・副腎皮質ホルモンは原則として、夕方には与薬しないという知識がなかった。 ・準 与薬について学習するよう指導した。 ・業務上のルールを厳守するように指導した。
が、間違って与薬したことが判明した。２５日の準夜の看護師は、夕食後与薬のロキソニンとマー 夜帯で特殊薬の一日量を確認するという業務上のルールを守らなかった。
ズレンを準備しようとして、プレドニンの薬袋を見つけた。２５日の与薬日と与薬量のみを確認し
て、朝１回であること２６日用の残量がないことには気づかずに与薬してしまった。主治医に報告し
プレドニンは翌日に減量し中止になった。
・３０日アキレス腱縫合術後１９日目・左足免荷で車椅子移動の患者が、ベッドから車椅子に移動 ・車椅子への移動動作については、自立していたので、環境（床頭台と車椅子との距離など）につ ・転倒・転落についての看護問題を立案し、環境を含めて再度調整と指導を行った。
しようとして、足元がふらついて左足をついたと報告した。１４日から車椅子での移動は自立してい いて、看護師が再度調整や指導を怠った。
た。車椅子と床頭台との間が狭く、体をひねって移動しようとした。また床頭台につかまろうとした
ら、キャスター付きで床頭台が動いてしまった。アキレス腱部分断裂の恐れがあるとの医師の診
断であったが、予定どおりのリハビリを行い、予定どおりに退院した。
・５時３０分患者が、ナースステーションに来て、包交を希望した。見ると左肘に１Ｃｍの擦過傷が２ ・枕灯がついていない状況で、足元が暗かった。 ・患者へナースコールをおしていただくように説 ・２回目の転倒であったが、１回目の転倒時に看護計画が立案されておらず、前回の反省が生か
箇所あった。聴覚障害者のため状況を聞くとジエスチャーで『トイレに行こうとして、ベッドから立ち 明が不充分であった。 ・２回目の転倒であったが、１回目の転倒時に看護計画が立案されておら されなかった。（急性期には転倒転落の看護計画が立案され、病状安定して転倒転落は起こらな
上がり歩きはじめようとした時に、前のめりになり床に手をついた。その時に衣装ケースで肘を
ず、前回の反省が生かされなかった。（急性期には転倒転落の看護計画が立案され、病状安定し かったので、問題点が解決されていた。）退院まじかであっても、看護計画の立案と徹底が必要で
打った』と、答えた。患者は杖歩行であったが、杖を持っていたかは不明で、就寝前には眠剤を内 て転倒転落は起こらなかったので、問題点が解決されていた。）
あった。 ・枕灯の点灯、患者への説明が徹底する。
服していた。
・ＩＶＨルートが途中で切断されたものが床に落ちているのを発見。ルートはロック中であり逆血は ・物理的な環境の問題点
・眠剤内服中であり、ハサミで切断したことを覚えてないことから、刃物は部屋には置かないように
なかった。
する。
・ＫＮ１Ａ２００ｍｌにネオフィリン２ｍｌを添加の指示であり、ＫＮ１Ａ５００ｍｌのうち３００ｍｌ破棄し使用 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・処方箋をみてわかりにくければ、主治医に確認する。 ・声を出しての確認
しなければならなかったが、ＫＮ１Ａ５００ｍｌにネオフィリン２ｍｌを添加しそのうちの２００mlを施行し
た。ダブルチェックをしたが、２人とも同じように思い込んでいた。カルテ記録の際に気がついた。
指示量よりも薬剤濃度が薄くなった。・
・Ｘ線フイルム（ＣＴ）の患者袋への入れ間違い。 ・担当医師がフイルム読影時にフイルムの一部 ・本人の確認不足。 ・フイルムに表示される名前の文字が小さい。
・フイルム袋に入れる際の声出し確認。
（一枚）が本人と違うことに気付く。ＣＴ室へＴＥＬ有り、正しいフイルムと交換する。他の患者のフイ
ルムは未読であった為、問題にならなかった。
・ケタス処方のところオノンを調剤（同効薬で形が似ていた） ・当直時に最終の回収にまにあわせ 曜日、救外当番等により、当直業務がとても多い時と、全くといってよい程仕事がない（少ない/救 特に急ぐ処方ではない時には、無理せず、ゆっくり行うこととする。
るために短時間で大量の調剤をこなしていた。 ・翌日病棟より連絡を受け判明。医師より患者へ 外以外の）時の差があり、本来日中に終了していればよい業務までその時間帯に行うことが原因
の影響は特になしとのことであった。
の一つとなっていた。
・ケタラール５０ｍｇのところケタラール１バイアル（２００ｍｇ）混注投与してしまう。投与３０分後患 ・薬剤の規格と指示書の薬液量の確認を怠った。 ・新人への教育の問題 ・ケタラールに対する ・薬剤投与時の確認項目の徹底（薬剤名・使用量・患者名等） ・薬剤の知識を得て起こりうる症状
者より「自分が自分でないような気がする」と訴えがあり医師に報告。前回のケタラール投与時に 知識不足
の早期発見が出来るようにする。 ・過剰投与で生命に危険が伴う可能性が高い薬剤への注意を
異常は認められなかったが一旦ケタラールの投与を中止し、ヘモグロビンの低下も予想されたた
払う。
め採血施行。その間別の看護師の助言でケタラールを４倍投与していたことに気付く。呼吸抑制
血圧低下は認められなかった。
・ナツランを10日分処方指示に従い調剤しようとしていた ・ナツランを20日分調剤してしまった
調剤時、ダブルチェックしていない。
内服での化学療法で自己管理する例は他にも多い。このような事例の際は、薬剤師による投薬指
導をすすめることで患者自身の自己管理能力が高められ、今回の事例のように患者に悪影響を
与えることなく事故を回避できていけると考える。そこで、次回より内服での化学療法の際は投薬
指導依頼を出していくことを血液内科の医師と検討した。
・ネオフィリン入りの点滴を40ｍｌ/Hで施行していたが、ネオフィリンが増量となり流量が20ml/Hへ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・点滴ボトルへの流量記入 ・薬札での確認
変更となった。メインoffで抗生剤を50ml/Hで施行後、メインへ接続する際40ml/Hで設定をした。巡
視時、他の看護師が発見する。指示量の薬剤濃度が濃くなった。
・異物混入
・業務手順、チェツク関係
・ダブルチェツク方法の再検討
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具体的内容
・外科の採血のオーダーをおこそうとした。 ・内科の先日付けを出してしまった。 ・外科の検査を
行うが内科のをしてしまった。 ・緊急の結果が外科へ届かなかったので発見した。 ・外科の診察
する時間が1時間くらい遅れてしまった。
・患者間違えによる誤与薬
・気泡浴室のユニバーサルストレッチャーに移乗後、体に掛けてあったタオルをめくったところ、腸
瘻チューブを一緒に引っ張ってしまい途中まで抜けた。

背景・要因
先日付オーダーと本日のチェック、日付と科のチェックをしっかりしなかった

改善策
・患者さんの提出したもののチェックをしっかりする ・先日付のオーダー画面を検査のみして、画
面も見やすく改善してもらった。

・業務手順チェック問題
・入浴時時のチューブ抜管予防法が統一されていなかった→他の病棟では入浴前に、チューブ類
を太めのテープで身体に固定している。当病棟も取りいれるベきである。・腸瘻チューブの固定
テープの貼りかたに問題はなかったか。→院内統一の固定方法で行っているが、瘻口からの浸出
液が多く取れやすかった。また瘻こうに近すぎてガーゼにしみる前にテープがぬれてはがれやす
い状況を作っていた。
・準備、確認不足。

・看護師間での連携強化 ・ダブルチェック方法の再検討
・入浴時はチューブ類を身体に固定する（○／２６から開始） ・チューブの固定は瘻こうから少し
離すようにする ・個人に合ったテープの貼りかたを工夫していく

・吸入を準備の際に薬液受けをセットし忘れたまま、患者さんに渡してしまいそのまま吸入を施
・物品を全て準備し、薬液受けがセットされていることを確認後、薬液を注入する。
行。片付けの際に気がついた。
・抗ウツ剤の投与方法誤り
・業務手順チェックの問題等
・ダブルチェック方法の際検討
・更衣介助
・業務手順・ルールチェック上
・訓練を重ね、技能向上
・高齢者の転倒・転落
・物理的な環境や設備上の問題も大
・教育訓練の徹底
・主菜の配膳忘れ
・業務手順のチェック体制
・ダブルチェック方法の再検討
・主菜配膳忘れ
・業務手順チェック
・ダブルチェツク方法の再検討
・術後１日目で尿管カテーテルの異和感を訴える以外は、異常言動はなく、２２時４０分に訪室した ・術後のチューブ類（胃管・点滴・酸素吸入・硬膜外麻酔・尿管チューブ）があり、特に尿管カテー ・譫妄と転倒・転落の看護計画を立案し、看護ケアを徹底した。 ・尿管留置カテーテルは抜去し、
時に異常はなかった。看護師が０時１５分に訪室した時、胃管チューブを自己抜去し手元に置いて テルの異和感を訴えていた事に対策を考えなかった。 ・術後落ち着かない状況があったが、譫 自尿で管理した。
いるのを発見した。患者は臥床しうとうととしていたため、主治医に連絡のため病室をでた。ナース 妄ではないだろうと予測していた。 ・胃管チューブ抜去時に、患者が入眠しそうだと判断し、他看
ステーションで電話報告した直後にガチャンと音がしたため訪室した。患者は床に臀部をつけ座っ 護師に付き添いを依頼せずに退室した。
ており、左側足元の柵（柵は４個設置していた）が床にあった。患者は「トイレに行こうとしたら尻餅
をついた」と話した。右前腕に５ｃｍ大の皮膚びらんがあった。臀部に発赤・腫脹は見られなかっ
た。
・術後中止になっていた内服が開始になったため、深夜の看護師は内服薬を患者の所に持って ・本人からの訴えのみで、自己管理で大丈夫だと判断した。 ・患者が多くの内服薬と新しい薬の ・しばらくは一回分ずつ内服の確認を行い、自己管理できるように指導していくことにした。 ・自己
いった。入院前に内服していた降圧剤が当院にないため新しく朝ブロプレス一錠に変更になったこ 開始で混乱をするかもしれないという予測ができず、一回分ずつの与薬などの対応ができなかっ 管理への判断の基準については、病棟全体で検討することにした。
とを説明した。他に食前薬と食後薬があったため、薬袋より出してその場で内服を確認した。その た。
後は入院前も手術前を自己管理していたため、患者に説明後薬袋を渡し自己管理とした。昼食時
に内服を確認すると、他の薬袋の中にプロブレスが混入され、昼食後も内服していたことが判明し
た。患者は「昼と夜のお薬を準備しようとして他の薬袋の中に間違って入れてしまった」と話した。
血圧は１０時１４６／７９ｍｍｈｇ、１４時１４５／７５ｍｍｈｇであった。
・処方箋をしっかりチェックせずに、規格違いの物を出してしまった。
当該薬剤師の確認不足に起因するインシデントと考えられる。
調剤者及び監査者共によく処方箋を読み、薬品と照合して投薬する。
・深夜で内服薬を準備していた。フロセミドを取り出したが、誰のものか記憶がない。 ・違う患者の 薬を取り出したときの配薬開始日の確認を怠ったこと。又、カルテを確認せず思い込みで、患者に 準備時、内服開始日が合っているかを内服薬の袋に書かれてある日付と照合する。又、一つ一つ
配薬BOXにフロセミドが入っていることを、深夜のカルテチェックをしている時にきずく。 ・準夜看 薬を渡してしまった為。
の薬を準備する時に、患者の名前と配薬BOXにかかれてある患者の名前が合っているかどうか
護師に確認したが、しらないと。朝まで保留にしていた。 ・6：30 本人にフロセミドの事を聞いてい
かくにんする。 深夜でカルテをチェックする際、DIVから内服などと薬の変更がある患者を注意し
ないか確認する。しかし、本人知らないと。 ・8：30 日勤Ａ看護師に相談するが、知らないと。 ・Ａ
てチェックする。
よりきちんと確認してくるよう指導有り。 ・8：50 誰のフロセミドか内服薬が入っている引出しを調
べにいく。 ・別の患者のフロセミドだったことが分かる。 ・そのままカルテを確認せず、手に持っ
ていき本人のところに持っていき何の薬か説明して手渡す。 ・自宅に帰り日勤Ａから電話があり、
フロセミドの内服は、ラシックスのivある為○/4 だったことがわかる。
・早朝採血の際、スピッツの名前を間違って採血した。採血の結果 血小板が著名に減少したため ・採血が難しい患者なので、最後に注射器で採血した。血液をスピッツに入れる時、スピッツの名 注射器で採血する場合特にスピッツの名前を確認する。 異常値が出た場合、極力再検する
輸血やIVH挿入がなされた。その後間違いがわかり患者様に謝罪した。
前を確認していない ・異常値が出て、看護師長が再検を依頼した時医師が必要ないと判断した
こと
・退院を希望していた患者の状態が悪くなってしまったが、家族は退院についてどのように考えて ・患者のお嫁さんとは意思疎通も十分に取れており、退院についても相談していたが、この日初対 ・対応のまずさに気がついた時点で、リーダーやチームに相談する、または別の人に説明をしなお
いるかを 尋ねたら、「退院しろ」と受け取られ急に退院となった。 ・患者は退院の翌日亡くなった 面の息子さんに退院についての考えを確認した。 ・家族が怒り始めたので、「退院を勧めるつも しても らう。 ・相手がどんな状況でこの話を聞くのか、初対面の家族への配慮をする必要があ
が、家に帰れたことを喜んでおられた様子である。 ・急な退院となったため、介護のための準備 りの話ではないこと」を説明できずに退院の手続きを終了させた。 ・土曜日の午後であり、困った る。 ・意思疎通ができていない人に話す内容を考える。
（必要な物品・介護のための指導）が不十分であった。
状態を相談する同僚や先輩がいなかった。
・調剤ミス
・調剤方法の確認ミス
・ダブルチェックの再見直し
・通常補液500ｍｌを３本施行のところ、本日のみ２本の指示であったが通常通り３本施行した。薬 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・指示変更時、速やかに薬札の整理をする。 ・申し送りの徹底
札が処理されていなかった。カルテ記録の際に気がついた。
・定期的に入院していて今回も予約入院の患者を玄関に出迎えに行く。 ・ストレッチャーが無かっ ・患者の状態に合わせた入院出迎えの方法が整えられていない ・家族は何かにつけて激しやす ・入院時間に合わせてストレッチャーの確保をし、他のスタッフにも知らせておく。 ・状況の説明と
た為隣病棟に借りに行く途中玄関を通るので、挨拶をするつもりで患者・家族に 声をかけた。 ・ い方なので、スタッフには拒否的な姿勢がある。 ・出迎え時間にあるはずのストレッチャーがな 挨拶はきちんとする。（ストレッチャーを持ってこれなかったことのお詫びもあわせてする）
家族がそれを見て「患者の状態がわかっているのにストレッチャーも持たずに手ぶらで来た」と怒 かった。
鳴った ・家族の剣幕に驚いた看護師は顔色が変わり、それを見て家族はますます怒りを強め、
患者を入院させたあと別の看護職員にこのことを訴えた。
・点滴準備を確実にしたが、添加しようとしたときに準備した薬剤が見当たらなかった。点滴準備 ・物理的環境や設備上」の問題点
・点滴準備台の整理と工夫
台には多数の点滴が置いてあった。
･当直が終わろうとしていた８時頃、手足の麻痺を訴えて救急患者が来院した。当直医師は脳梗塞 ・朝の交代時でそれぞれの職員の意識が散漫していた。・医師が手順どおりＭＲＩ検査時の問診表 ・医師はＭＲＩ実施時は必ず問診表を書く。・放射線科技師は必ず問診表をチェックする。・救急室
を疑ったが、すぐ外来が始まるので専門医に見てもらったほうが無難であると思い患者に説得した チェック表を書いていればミスは起きなかった。・放射線技師も問診表がないのにＭＲＩをとってし 看護師はＭＲＩ指示書とＭＲＩ問診表をセットしておき、医師に渡す。以上を院内徹底する。
が、患者と家族は内科はかなり待たされるので以前も脳梗塞をやったときＭＲＩをやったから今回 まった。・コミュニケーションの不足・職種間のＷチェックがされていなかった。・患者が医師にあわ
も先に撮っておいて欲しいと懇願した。当直医師はカルテや患者家族の話からペースメーカーを てさせる原因を作ったのも事実。
入れていることを耳にしていたのに係らず情報が素通りし、ＭＲＩを指示してしまった。この患者は
入院し、様態の変化から再度ＭＲＩの指示が出た時点でペースメーカー挿入中でありＭＲＩをとるべ
きではないことが発覚した。担当科医師で相談し患者と家族に説明し、モニタリング。ペースメー
カーのリード線が一部断線しておりのメーカーと連絡の上ペースメーカーの調整を行った。
・二人の患者の抗生剤作成途中で患者に呼ばれ一度場を離れる。５分後再び作業開始。両者の ・シリンジに内容や患者名を明記するという決まりが徹底されていなかった。 ・内容が明確でない ・シリンジに薬剤を吸ったら、必ず薬剤名・投与患者名を明記する。 ・内容が明らかではないもの
シリンジにテープを貼っておいた。抗生剤投与時間になり、指示書の上に何も明記されていないシ シリンジを破棄せず投与した。
は絶対使用しないという教育の徹底。
リンジがあり近くに相当するものが無かったため患者に接続。しかしその後不安になり取り外し
た。患者への影響は認められなかった。
・日勤帯で予約入院以外の入院があった。入院指示には当日抗生剤の点滴指示が記載されてい ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・指示内容の確認を行う。 ・指示簿にサインする際は、実施を確認後に行う。
た。コンピュータオーダーシステムのため外来入力分は、病棟で処方箋を再発行しなければいけ 点
ないシステムになっている。しかし、指示簿へのサインのみ行い処方箋の再発行を行わなかった。
そのため注射指示が出ていることを忘れてしまい、未実施となった。
・訪室時イスが倒れており、イスを持ったところ手がすべり尻もちをついたといわれる。本人はベッ ・物理的環境の問題点
・一人で降りれないようにベッド柵の設置の工夫をする。
ドで臥床中。念のため、整形外科受診するが異常はなかった。
・末梢静脈注射の溶解液の規格確認誤り
・業務手順チェックの仕組み
・ダブルチェツク方法及び教育訓練の充実
・末梢静脈点滴漏れ
・業務手順チェック
・教育・訓練の徹底
・夜間、持続点滴の流量ダウンするところをそのまま施行した。巡視時にダウンしてないことを発 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・業務表記入の際、他の看護師にも確認してもらう。 ・輸液バッグに書かれている流量を訪室、退
見。その時点で流量ダウンした。
室のさいに確認する。
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具体的内容
・薬剤取り違え調剤
・薬剤取り間違い調剤
・隣のベッドの患者に抗生剤を行うべきだった。 ・患者の名前、伝票、薬剤の確認を伝票をもっ
て、患者のベッドサイドに行かなかったため、隣のベッドの患者に抗生剤を投与。その後（10分後）
吸引にて訪床したところ、抗生剤が誤っていっていることを発見した。アレルギーの出現のおそれ
等を考えたが、特に患者に問題はおこらなかった。
・冷蔵保存のリツキサンをそのまま室温に置いていた。翌日、点滴準備の際に発見。２４時間以内
であれば使用可の情報あり使用した。
・頸部ドレーンより、浸出液が多く頻回にガーゼ交換を実施した。２１時に実施したときはドレーン
の確認をしたが２３：３０分時に実施したときは未確認であった。次勤務者が交換するときにはド
レーンがなかった。
※ワソラン注1Ａ2ｍｌ 5ｍｇ 10時10分→12時（110分）間に、本来は1.83ｍｌ（ワソラン0.732ｍｇ）（ワ
ソラン4Ａ+生食42ｍｌでトータル50ｍｌ、50ｍｌ中のワソラン4Ａ（20ｍｇ）、1ｍｌ中のワソランは0.4ｍｇ）
投与されるところが、8時30分→12時（150分）間に、ワソラン2.4Ａ（ワソラン１２ｍｇ）の量が投与さ
れた。アラームが鳴り、残量確認により発見された。患者への影響は不明。
０．５％キシロカイン ５ｍｌとノイロトロピン１Ａを準備するところを、０．５％キシロカイン ５ｍｌとリン
デロン１Ａを準備してしまい、Ｄｒはそれを患者様に実施した。
0：00から開始IVHは直接病棟送付であるが製剤室に送った。
０：００に交換した患者二人のIVH点滴が取り違えられていた。 フルカリック３号とフルカリック２
号・ザンタック１Aが入れ代わっていたのを日勤者が発見した。
０：００に交換する点滴の中に、アンペック注（麻薬）を入れなければならないのを入れ忘れた。 受
持ち以外の看護師がミキシングを行い、＜アンペック未＞の表示に気づかず、アンペックも混注し
てくれたと思い込んだ。 翌朝、深夜看護師から日勤看護師に薬剤の申し送りをする際発見した。

背景・要因
・業務確認手順の仕組み
業務手順のチェックの仕組み
伝票、薬剤は常に一緒にもって薬剤の溶解すべきを、別の場所で薬剤の確認をしたことに問題あ
り。

改善策
・ダブルチェック方法の再検討
・ダブルチェック方法の再検討
常に薬剤を確認、溶解、投与する時は、伝票、薬剤を本人のもとで本人と確認（名前を言ってもら
う。名前を言えない人にはベッドネームの確認）の基本行動を常に忘れない。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

・薬札（要冷）の確認

・ガーゼ交換の目的や実施方法等についての知識不足 ・ドレーン挿入の位置、目的、観察方法 ドレーンやガーゼ交換について再教育の実施
等の知識不足
シリンジポンプ使用患者の薬液注入量をどう確認し、管理していくか問題となる。

医師の指示が口答指示であり、急いで準備したため確認不足により薬剤を取り違えた。
勘違い
夜勤で多忙だった。点滴交換の作業中もたびたびコールがあり、作業が中断した。

11時40分、シリンジポンプが作動していることを確認しているが、この時点で1.0ml/Hであったか、
10.0ｍｌ/Ｈであったか、関わった看護師は「1.0ml/Hであったと思う」と答えるも事実はあいまいであ
る。後ではっきり「こうであった」と言えるよう行動するためにも指呼確認でのチェックが重要である
と考え、さらに、指呼確認で何事もチェックし、行動するよう指導した。
出来るだけ口答指示は避けて、必ずオーダーを確認し、薬剤を準備する際も確認を忘れずに行
う。やむおえず口答指示を受ける場合は指示を復唱し確認する。
確認徹底
点滴交換・施行時は、患者氏名を指差し確認するようにした。

点滴準備は担当看護師が行うことになっているのが、業務をスムーズに行うためにルールとして 点滴に関しては、担当看護師が準備から記録までを責任持って出来るよう業務内容を見直す予
守られていない。また、忙しい時間帯に点滴交換が集中している。薬剤部が点滴準備の関わって 定です。 また、薬剤部でミキシングを行ってもらえるよう働きかけていきます。
いない。麻薬保管の金庫と、他の注射薬品とが離れて置いてあるため忘れやすい。

０：００の交換のＩＶＨの輸液本体に混注する薬液の中にインシュリンがあったが、注射指示表のＩＶ 糖尿病が既往にあり、１日３回の血糖チェックをしていたため、輸液にも血糖コントロールのためイ 点滴準備でダブルチェックをする際、多種類の薬剤を使用している場合、注射指示表に後から追
Ｈ本体とは離れたところに指示が書かれており、見落としてしまい混入せず開始してしまった。深 ンシュリンを入れていることを頭に入れ輸液を準備していくべきだった。
加し、同じ本体に入れるものでもバラバラに記入されていることが多いため、抜けがないか指示表
夜勤務看護師が気づいた。深夜看護師が医師に報告し混注の指示と様子観察の指示を受けた。
と注射液を見直していくことを徹底する。また注射指示表の書き方を医師にも考えてもらい、見や
すいものに書き直すなど事故防止に協力をしてもらう。さらに重傷者で薬剤を多く使用しており、状
態の不安定な患者で指示変更のある場合は、注意して注射指示表を見るよう声掛けをして事故
防止に努めるようカンファレンスで話し合った。
０：００の巡視時に、ベッド右側の柵が下げてありベッドの下で寝ているのを発見した。 骨折等の 今まで自分で体位交換もしない患者であったためベッドから転落することの予想をしてなかった。 患者のレベルの合わせた保護用具の選択（ミトン・保護ベルト） 転倒・転落の危険についての家
外傷が予想されたが、翌日のレントゲンで異常はなく、痛がる部位もなかった。
ハンドルで簡単に上げ下げできるベッド柵であったことも原因である。
族への説明と理解に勤めていきたい。
0：00ラウンドの途中物音がするので行ってみると患者様がベッド柵を外しベッドからずり落ち尻も ナースコールの故障
ナースコールの改修
ちをついていた。バイタルサイン、意識レベル、ＭＭＴ、ｅｙｅサインは不変、殿部も打撲した様子や
熱感腫脹などみられなかった。本人も「頭も尻も打っていない、ずり落ちた」と言っていた。当直医
師、夜間師長へ報告し、患者様の様子、バイタル変化なければ経過観察してくださいとの指示を
受けた。その後経過観察行っていたがバイタル、レベル変化なく朝食もいつもと変わらず摂取して
いた。患者様はいつもは１人で起き上がり立とうとする行動は一度もない人であったが、このとき
は足が痙攣してどうしようもなかったのでナースコールを押したが反応がないのでドアからのぞい
て呼ぼうとしたのだという事であった。しかしＮＳコールの接触が悪く押してもならないという状態に
あった。日頃よりナースコールやその他医療機器も故障や異常がないか意識したりナースコール
を手の届くところへ置いておくことが大切だと思った。またラウンドの途中であっても柵を患者様が
外した時の音に気付けず、もっと音に敏感にならなければいけないと思った。夜勤の間は人が少
なく自分が作業中であっても常に周りを気にしながら作業をしていなければいけないと実感した。
患者様の訴えの足の痙攣は特にみられず。気持ち的な事もあるかと思い湿布対応を行ったところ
患者様は速やかに入眠された。
０：００訪室時、誘い尿するが「もうした」と拒否。0:20物音にて訪室すると、車椅子用ﾄｲﾚのﾄﾞｱ付近 認知障害あり、自分で出来ると思い込んで行動されるため、２４時間目が離せない。
転倒転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。室内の環境整備（お
で座り込んでいる患者を発見。
座敷ﾍﾞｯﾄ、物を置かない）医師と家族を含めた相談。
0:15不穏あり、マイスリー内服。 ２時までよく眠ってられたが、オムツ交換後起きていた。 ５時に ベッド柵が抜けないようリハビリ用の柵を利用して、自分で抜かないようにしたが、足元の隙間か ベッドでは転落の危険性あり、夜間はベッドではなくマットレスのみにしたほうがいいのか。 転倒
訪室するとベッド柵の隙間より転落しているのを発見。発語あるもよく聞き取れず。興奮気味。 痛 ら転落した。 トイレはオムツ交換時声掛けしていたため、なぜ転落したか不明。 車椅子に乗車し 転落のハイリスク状態にて頻回に訪室、観察行う。
いところがないか聞くもない様子。 外傷ないため、血圧測定し状態観察。 その後は車椅子乗車 ようとした？
し抑制帯使用。 車椅子に乗車したまま、看護師とともに巡視する。
0:20点滴更新時針刺入部に異常がないことを確認する。右手は軽く抑制していた。1:20ルートのダ 前日も針を自己抜去していたが、手を動かす力が強く、末梢血流が悪くなるため軽くしか抑制して 軽く抑制帯をしても、手が届かないことを確認する必要があった。
ブルチェック訪室時右手を激しく動かし顔を掻いていた。体位変換も行った時より動きずれてい
いなかった。
た。刺入部を確認すると、針が抜けていた。
0:30頃、「隣のラジオがうるさくて眠れない。安定剤を５ヶも飲んだとに・・・昨日も５ヶ飲んだ、部屋 安定剤まで内服の自己管理とさせていた。入院時に服薬指導ができていない。他患者のテレビな 自己管理中でも安定剤などは看護室管理薬とする。入院時に服薬指導を行う。夜間のテレビ・ﾗｼﾞ
を変えて欲しい」との訴え有り、他院よりの持参薬のﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝの過剰投与に気づいた。
どで眠れない患者への配慮が不足（夜間のテレビなどの使用についての指導できていない）。
ｵなどの使用時間・方法の説明する。
０：４５不眠のためコントミン２５ｍｇ＋生食１００ｍｌ投与する。４：００トイレ歩行し、廊下で小走りに コントミン使用後の観察、排泄時に尿器、便器を使用することの説明が不足していた。
歩行時に危険性を説明し、看護師が付き添う。車椅子の利用を勧める。観察しやすい部屋に移動
なり転倒し、義歯の一部分を破損する。
する 薬剤師から睡眠安定剤の講義を受け、薬の知識を持ち、看護援助に用いる。
０ー２４時の24時間更新のIVHの点滴の流量設定が違っていたため、12時で終了してしまった。
輸液ポンプの設定の確認問題 定期的な確認作業の問題
輸液ポンプ使用時のマニュアルの検討 輸液ポンプ使用説明 持続点滴のチェックシステムの検
日勤に入ったときに、流量・残量の確認をしていなかった為に気づかなかった。
討
0時、1時の巡回時は入眠中であった。2時ごろIVHサイドからの輸液指示があり、IVH刺入部を確 ・業務の手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・意識清明でない患者へは、主治医と共に身体拘束の必要性について検討する。 ・訪室時は
認すると、縫合及びテープ固定はそのままで、バイリン絆除去しIVHカテーテルが抜けていた。当
ルートの確認を行う。
直医へ報告し、カテ先確認を行い末梢ルートを確保した。翌朝主治医へ報告し胸写撮影。異常は
なかった。
０時：巡視時在室。３時：巡視時不在であったがトイレと思い、３０分後に再度訪室するも不在にて 母より、自宅からも再三無断外泊をしていたと。情報の把握ができていなかった。
病棟を離れる時は、必ず看護師に声をかけて頂くよう説明、理解してもらう。
院内捜索する。スリッパのまま携帯電話を所持して出たようである。
０時１５分、訪床すると床に座り込み尿取りパットを出していた。患者様は床で滑り尻餅を付いたと 観察不足
夜間帯は一人で動かれるのは危険なのでナースコールしてもらうように説明した。
言われた。外傷はなかった。
０時１時２時の巡回時には入眠中であった。午前２時１５分物音に気づいて訪室すると患者がうつ アモバン内服による影響。転倒転落防止のためベッド柵４本使用していた。隙間がなくベッド柵を ベッドを取り除き床にマットレスを敷いた。アモバン内服の中止。離床コールの使用の検討。看護
ぶせの状態でたおれているのを発見した。患者は転移性の頚椎腫瘍があり疼痛緩和の為アン
乗り越えた。頻回のコールを押すように指導しているのが理解できていない。排尿パターンの把 計画の修正（排尿パターンの把握）
ペック座薬使用中の患者で昨夜は９時ごろアモバン１Ｔとデパス１Ｔを内服していた。本人は何をし 握。
ようとしていたか分らないという。外傷、骨折、打撲の恐れはなかった。
０時２０分、患者が詰所へ来て、「寝ぼけてベッドから布団ごと床へ落ちてしりもちをついた。」と報 ベッド柵の考慮が必要であった。
不可抗力といえる。神経内科治療薬を服用しており、環境への適応も不十分な状態。観察を密に
告あり。右臀部打撲とのこと。ベッドの両サイドに１本づつ柵があるが、その隙間から落ちた様子。
する。
患者に異常はなし。
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具体的内容
背景・要因
0時25分、患者様が眠れないと訴え不眠時薬を希望する。不眠時１番ハルシオンを与薬しなけれ 毎晩、不眠時薬１番２番を使用する患者様であり、すでに不眠時薬１番を内服していると思いこ
ばならないところ、不眠時２番ロヒプノールを与薬してしまった。患者様が内服後に間違いに気が み、記録物の確認や患者様に確認することを怠った。
付く。0時30分当直Ｄｒに報告、次に希望があれば不眠時１番を与薬の指示あり。
0時30分、準夜勤の看護師より患者さんの点滴が時間通りであるという申し送りをもらった。2時３０ CVラインが挿入されていたが、点滴の内容が高カロリー輸液ではなかったためポンプを使用せず
分頃巡視、点滴確認の為、訪室すると、3時更新の点滴が終了していた。3時からの点滴を更新し に目視による手動調節で落としていた。
たところ、滴下しなかった。主治医にライン閉塞の報告をし、点滴中止の指示があった。7時半主治
医来棟し、CVライン抜去する。
0時30分に申し送りで5ml/ｈで投与中のクリトパンが10ml/hで投与されていることが発見された。 確認不足
医師に報告しテーパリングして元に戻した。その間、血圧の大きな変動はなかった。 0時にシリン
ジポンプを毎交換していた。申し送り時に次勤務者によって発見された。
０時３０分訪室、頭部の柵の間にうつぶせ状態で頭部が首まで入り込み頭が少し下がり動いてい 小柄であったため頭より柵の隙間の方が広かった。ベッド横にもベッド上でゴソゴソしており身体
なかった。すぐに看護師の応援をたのみ頭を柵から抜き出し吸引する。
が上がっていた。
0時45分 巡視時は入眠中 10分後部屋よりドーンという音が聞こえたので訪室する。左頬を下に 呼吸苦から体動激しい患者に対する安全管理に対する認識
横向きに床に倒れているところを発見した。ベッド柵4本の内1本は本人の希望で外してあった。
０時４５分、同室者よりコールあり、訪室すると、トイレと洗面台の間でうずくまっているのを発見。
本人によると、足がからまってこけたとのこと。両膝打撲したが、発赤・腫脹なし。当直医師に連
絡、様子観察となった。
０時５０分、インスリンをシリンジポンプで１．４ｍｌ／ｈで注入している患者様の血糖測定に訪床す
ると流量が２．４ｍｌ／ｈに設定されているのに気付いた。準夜勤務看護師が０時に積算量の確認
を行った時に流量のパネルをタッチし２．４ｍｌ／ｈに間違えて入力されたのではないかと思われ
た。５０分後に確認したので積算量は２．３ｍｌになっており０時に間違えたことが分かった。
0時50分患者様からナースコールあり、IVHが抜けた事を告げられる。患者様から起きようとした時
に引っ張られて抜けたとの報告を受ける。右鎖骨下よりのカテーテルでカテ先から全部抜けてい
る状態で、患者様の異変、挿入部の出血はなかった。Drに状況報告し、翌日にIVH再挿入となる。

改善策
確認を怠らない
２４時間持続輸液の更新時間を主治医と検討する。輸液ポンプ使用・適応についてカンファレンス
で意思統一する。
量を確認して処方する。
頭のほうに板を入れ頭が入り込まないようにした、ベッド横に手・足・頭が出ないように両サイドに
布団等をおいた。
患者の危険行動を予測し必要なら監視できる部屋に移動させ安全の確保をはかる。

当患者は前日も転倒しており、徘徊センサーを設置することや、患者の移動の際はナースコール 患者の排泄行動を予測した関わりが必要である。患者の状況と事故によって起こる可能性がある
することを伝えてくべきであった。
変化を照らし合わせて考える必要がある。
確認不足

シリンジポンプなどを確認した時は再度、流量などの設定が正しいかどうかの確認をしてから退室
する。

１．病衣に1ヶ所固定してあったが固定部位の確認不足。２．予測される行動を考えたルート位置
の配置が適切ではなかった。

改善策として、１．IVH挿入部から点滴までの観察をする。（ナート、何ｃｍ固定、ルート配置）２．患
者様にIVHの挿入部から点滴までのルートの配置説明を行い、動く際に考えられる注意事項を説
明し協力を得る。

０時５０分頃持続点滴中の患者が輸血セットをチューブの途中から切りナースステーションまで歩 前回も夜間不隠動作があった為巡視を多くしていた。 昼間も落ち着かず頻回に喫煙室に行って
いてきた。点滴本体は部屋の点滴スタンドに掛けたままであり、患者側の切られたチューブは結ん いた。 精神状態が落ち着いていない状態だった。
でいた。部屋はタバコ臭がしており灰が落ちていた。点滴チューブはライターで焼ききったと答えて
いたが、しばらくつじつまの合わない言動有り。
０時５５分アルコールを飲んで嘔吐したために受診された。点滴を施行し、兄と友人が付き添って 観察不足
いた。兄と友人がベッドの傍を離れた時に排泄の訴えがあり、自分で歩行が出来るまでに回復し
ていたために点滴スタンドを引いてトイレまで一人で行って頂いた。その後兄が点滴スタンドを持っ
て救急外来の中に入って見え「どこかに行ってしまった。」と言われたため見ると点滴を抜きどこか
に行ってしまった事に気づいた。院内・病院周辺を探すが見つからず家族から探さなくてもいいと
言われたので様子を見る事にした。
０時から１２時までに滴下する持続点滴が深夜より申し送り後９：３０分の時点で点検すると３：００ ・輸液療法の観察マニュアルの不整備 ・効果的な薬物療法への援助不足
のラインしか滴下されていなかった。主治医に報告し、１２時更新の時点で残量を廃棄し、次の点
滴をつなぐように指示が出た。
0時からフルカリック２号と、強力ネオミファーゲンＣ１Ａが点滴静注されることになっていたが、強力 フルカリック２号のみ用意されていた。 強力ネオミファーゲンＣが用意されていなかったことに気
ネオミファーゲンＣをフルカリックに混注することなく、フルカリック２号のみ静注してしまった。
がつかなかった→ワークシートの一番下に強力ネオミファーゲンＣをメインボトルに混注する、とい
う記事を見落としていた。
０時にアミノフリードの点滴を更新する際、慌てており、開通させるのを忘れ、上室液と下室液が混 慌てていたため、アミノフリードを袋からだした後、処置台で開通させるのを怠り、患者のところで
合されないまま投与されることとなった。14時頃、輸液完了のアラームがなり、他のナースがその すればいいだろうと思っていた。
ことに気づき、指摘をうける。患者に症状の変化は無し、主治医報告にて新しいものに交換し経過
みることとなる。
０時にマルファ液１５ｃｃ与薬するのを忘れた。深夜勤務者に指摘され５０分遅れで実施した。
確認不足
0時に持続点滴の追加をする際、ST3の指示が、ラクテックをつないでしまった。指示書にはST3と ダブルチェックはしたが、しっかりされていなかったことと、自分のラクテックだという思い込みによ
なっていたが、注射伝票にはラクテックとなっていた。
り、間違いが発生してしまった。
０時のミルクの時にフェノバールを与薬するのを忘れた。２時のチェックの時に、処置欄にチェック 自分の勤務帯の最後にチェックしていなかった。
がない事と児が覚醒しているため、次の勤務帯の看護師が気付き、担当者に確認し、３時に与薬
した。
０時の持続点滴追加の際、指示書と処方箋との違いに気付かず、処方箋の指示の薬剤を追加し ダブルチェックはしたが、しっかりされていなかったことと、自分のラクテックだという思い込みが
た。（指示書はST3、処方箋はラクテック）本当の指示はラクテックであり、正しい薬剤を追加したの あったこと。
だが、ダブルチェックをしたにもかかわらず、指示書と処方箋との違いに２人とも気付かなかった。
０時の巡回時には、いびきをかき入眠。点滴滴下も良好であった。シリンジポンプの確認の為、１ 観察不足 静かに休んで見えラインを触るような動作もなかったので油断してしまった。
時２０分訪室したところ、左ソケイ部より挿入されていた中心静脈ラインが抜去されておりベッド柵
にかけてあった。固定の糸も抜けていた。出血はなし。挿入部皮膚の変化みられず。患者様はもと
もと意識レベルＩー３、簡単な会話はできるが、「覚えていない」と言われる。ペルジピン２ｍｌ／Ｈに
て施行中であったが、Ｂｐ１６０／１００ｍｍＨｇ。主治医へ報告する。ＢＰ２００以上になるようなら翼
付針で点滴開始しペルジピン２ｍｌ／Ｈで再開の指示あり。ＢＰ落ちついていたため様子観察とし
た。
０時の巡回時に蓄尿パックの尿を捨てた。その後、深夜勤務者に申し送り時に蓄尿検査があった 蓄尿パックには蓄尿検査ありのメモを貼ることになっているが指示を受け、蓄尿を開始した看護師
事を指摘された。
が貼らなかった。
０時の巡視の際、大きな物音がしたため訪室したところ、ポータブルトイレで排泄を終えた患者が 以前は、夜間トイレ誘導していたが、熟眠の妨げになるとのことから中断していたことが考えられ
ベッドへ戻る際転倒していた。外傷、打撲はなかった。
る。
０時の巡視時は問題なかった。その直後トイレに行きたいとのことで訪室すると、末梢静脈ライン 固定を厳重にする対策など行っていなかった。
を自己抜去していた。
0時の点滴を交換するとき他の患者の点滴をつけてしまい数滴ほど滴下してから間違いに気づい 点滴カクテル時は2人で名前を確認したが、実行するとき注射薬は「一患者一トレーに入れて病室
た。（内容は同じであった）
に持っていく」の原則が守られていなかった。
０時の輸液更新時には滴下良好で刺入部も異常なかった。勤務交代時のダブルチェック時に滴下 右手を指がでないように三角巾を巻き抑制していた。しかし、腕自体の抑制はしていなかった。
不良で刺入部確認すると少量の出血があり、針が浮き上がっていた。
0時開始の抗生剤の準備をしていたが、開始を忘れた。 次の勤務者が気付き、患者には大きな 準備が終わり、安心してしまった。
影響はなかったと思われる
0時更新のＩＶＨにインシュリンを入れるよう注射せんに記入されていたが、準夜で気付かずそのま 情報の伝達、ルール、チェックの仕組みの問題点
ま更新した。
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主治医に不隠時の指示をもらう。 不隠時はタバコ・ライター等は一時預かりとして十分説明を行
う。
酔って見える患者様を一人にしない。排泄等は必ず誰かが付き添っていく。

・観察マニュアルの整備 ・薬物療法について再学習
名前、物、量を声に出して確認する。 ワークシートのすみずみまで見る。 忙しい中でも、気を集
中して確認する。
必ず、処置台の上で開通させ、準備がすべて終わってから、患者のもとへ運ぶようにする。 アミノ
フリードの使用にあたっては、交換・退室の際、開通させたかどうかも必ず確認していく。 また、開
通させた場合は、名前シールにまるをするなどし自分でそのことが再確認できる様にしていく。
指示シートは頻回に確認し実施忘れがないようにする。
ダブルチェックは指示書と注射伝票、物とで誰かとしっかり確認すること。自分の思い込みはしな
いこと。
与薬のある児は、勤務の最初に確認して薬袋をだしておく。与薬が終了したら片付ける。
ダブルチェックは指示書と注射伝票、物とで誰かとしっかり確認すること。自分の思い込みはしな
いこと。
意識レベルがクリアではない患者様が静かに休んでいても、いつ危険行動を起こしても危険がな
いように頻回の観察を行う。また、必要時抑制も考える。

指示シートをよくみて業務する。
夜間トイレ誘導するか否かを再検討する。
固定方法の工夫。
点滴マニュアルを徹底する。
輸液時間の変更。持続から日中への時間変更を主治医に相談する。
勤務終了前に、再度業務の確認を行う。
・注射せんのサインは、内容を確認後サインをする。 ・準夜で指示を出すときは、至急と注射の指
示棒を出す。インシュリンなど特に重要な指示についてはカルテの医師記録にも明記してもらう。
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具体的内容
背景・要因
0時更新のＴＰＮを12時更新と勘違いして、早く終了してしまった。
おもいこみ
0時更新の点滴に混注するノボ・ヘパリン注を、指示では2Vなのに、1Vしか入れなかった。 その 22時のチェックの際、0時終了の点滴が終了していた。そのため、急いで点滴の準備をしてしまっ
日の日勤者が、ヘパリン1Vが残っていることに気付き、医師に報告した。医師の確認後、残りの点 たため、単位の確認が不十分となってしまった。
内に1V追加で入れた。
0時更新の点滴に薬品を詰める時、ワークシートを確認後冷所保存のバイアルを取り出し袋から 急いで詰めようとしたため、袋からバイアルを取り出した後その袋を捨ててしまっていた。ワーク
出して点滴を置いてある台の上に乗せ、もう一度ワークシート確認後ボトル内に詰めた。しかし、 シートでバイアルに間違いが無いか二回確認したが、Ａ様の袋を取り出したと思い込んでいたた
誤って違う患者様の袋を取り出しており詰めてしまっていた。日勤看護師が気がつきミスが判明し め患者氏名までの確認はしていなかった。
た。詰める薬品は間違っていなかったが確認不足だった。
0時更新の点滴内容が、12時更新の内容になっていたが気付かずに点滴をした。本来受け持ちの 点滴施行時に確認を怠った。
看護師がする業務だが、急変患者の処置に追われていた為フリーの看護師が更新した為に起
こった。
０時更新時のＩＶＨにインシュリンを混入するよう注射箋に指示があったが、準夜で気づかずそのま 情報の伝達・確認の不十分
ま更新した。
０時頃巡回していると患者がポータブルトイレの前に座り込んでいた．話しかけると返事はあるも 患者の精神状態がいつもと違いうつ傾向であった．
反応乏しい．バイタル変わりなく，外傷，疼痛なし．主治医に診察してもらい異常ないため経観と
なった．
0時頃防災センターより患者が外に出ると連絡があった。煙草を吸うと思い短時間で帰るように伝 患者側の要因による
えてもらう。その後訪室しても部屋に帰っておらず、防災センターに連絡するも患者がいないとの
事。院内も探すがおらず。 自宅に連絡するも留守電である。伝言を入れて5分後に夫より連絡あ
り。自宅に帰ってきていると言われる。病院では休めないのでこのまま泊まるとの事。主治医に連
絡し外泊扱いとなる。
０時頃麻酔科入院の術後のＡさん（６４歳）に人工呼吸器を装着する必要が生じ、準夜の経験年数 １ ベッドサイドのパイピング２ヶ所が酸素コルベンと麻酔器に使用されていた。通常は麻酔器は
２４年目の看護師が人工呼吸器の準備を行った。ベッドサイドには酸素パイピングが２ケあり、１つ 隣のベッドのパイピングまたはインフポートに接続する。人工呼吸器用にベッドサイドパイピングは
は酸素コルベン、１つは麻酔器に使用されていた。用意した看護師は、人工呼吸器の電源、圧縮 残しておく。 ２ 準夜看護師は電源と圧縮空気のみを接続し酸素のみ接続しなかった。なおかつ
空気のパイピングのみ接続し、酸素パイピングは接続せず、麻酔器使用後に接続すればよいと思 パイピング近くにホースをかけており、未接続がわかりにくかった。使用前の作動テストも行ってい
い、パイピング近くにホースを掛けておいた。そのことを深夜看護師に伝えなかった。深夜看護師 ない。 ３ そのことを深夜看護師に伝えなかった。 ４ 深夜看護師は低酸素アラームがなってい
は、気管挿管後患者に人工呼吸器を接続した。呼吸器は酸素濃度以外の設定は正常に作動す るにもかかわらず、十分な確認（機械からパイピングまでホースをたどる）を行わなかった。
る。そのうち医師の設定に酸素濃度が上昇せず、低酸素濃度のアラームがなり始めた。看護師は
パイピングを確認したが、２本接続されてていたため、人工呼吸器はつながっていると錯覚し、そ
れ以上確認しなかった。アラームに気づいた他看護師が接続を確認しパイピングが接続されてい
ないことがわかった。その間患者のＳＰＯ２等呼吸状態に異常は起こらなかった。
０時接続分の輸液（ソリタＴ３号５００ｍｌ）にプリンペランを１Ａ混注しなくてはいけなかったが、混注 ・準夜帯で翌日分の輸液準備をしており、カーデックスで注射伝票と照合したにもかかわらず、思
せずソリタＴ３号５００ｍｌ単身で接続してしまった。準夜帯では気づかず、深夜の看護師が朝プリン い込みで接続してしまった。 ・同時間に、他の患者にソリタＴ３号５００ｍｌ単身で接続する方がお
ペラン１Ａ残っていることに気づき、確認の電話でプリンペラン混注していないことに気づいた。患 り、それと混同してしまった。 ・点滴の残（混注薬剤の残）を確認していなかった。
者の状態は落ち着いており、影響はなかった。しかし、嘔気が出現する恐れはあった。
0時不眠時から内服するが眠れず、1時20分追加薬希望にて内服する。その後チャート記載時に 確認を十分に行わずに与薬してしまった。
本人の指示薬でないことに気付く。1時20分に内服した薬が不眠時からの指示で出ている薬の為
様子観察とした。
１ 祝日であったため、栄養士でない当直勤務者が、食事箋を見 て食札に卵・牛乳禁忌の旨を記 １ 祝日で栄養士は不在であった。 ２ 祝日の当直勤務者は、食事箋のとおり食札を発行するこ
載して調理師に渡した。 ２ 当時の食事のメニューには当初から牛乳が含まれていなかっ たた とと なっている。 ３ 牛乳禁忌は嗜好による場合もあり、調理師は“乳製品”禁忌 との認識を持
め、調理者は卵禁忌の場合のみ注目し、マニュアルとお り、卵の代わりにチーズを準備した。 たなかった。 ４ 病名の記載されていない食札を見た調理師は、牛乳のみを除 いて卵禁忌の場
３ 偶然回診の医師が、病室で準備された食事の中にこのチーズ を発見して患者に喫食される 合に準備されるチーズを用意した。
前に排除した。
１％アクロマイシン・亜鉛華単軟膏の処方に１％アクロマイシン・白色ワセリン軟膏を払い出した。 背景に以下の点がある。●１％アクロマイシン・白色ワセリン軟膏をＡＣＭＶという名称で約束処方
としていた事、予製していた事、●手書きの処方ではＡＣＭＶと書かれていたのに、電子カルテの
導入により１％アクロマイシン・白色ワセリン軟膏と正式名称で書かれるようになった事、●これま
でアクロマイシン末を使用した処方は１％アクロマイシン・白色ワセリン軟膏以外無かった事があ
る。 最近赴任してきた医師が１％アクロマイシン・亜鉛華単軟膏という今まで処方されたことがな
い処方を出したため、従来のＡＣＭＶと思い込み、基剤が違うことを見逃した。
１、２時間毎声掛けし、歩行時介助にて自室トイレ使用していた。トイレ終了後はトイレ内のナース トイレ終了後はナースコールで知らせてくれるため、少しの間なら目を離しても大丈夫だと思って
コールにて知らせてくれていた。Ａ氏のトイレ中、他の患者様の病室に行っているとドスンという物 いた。
音が聞こえたため訪室すると、自室トイレ内で尻もちをついているところを発見する。レベル低下な
し。VS変動なし。腫脹・発赤みられず。すぐに主治医、病棟師長に報告する。主治医より経過観察
の指示あり。
1.5時間目チェック後、警報が鳴った。患者さんがテープによる痒みがありA、V側共テープを剥が 情報の伝達、ルール、チェックの問題
そうとしていた。針が抜ける前に技師が気付き固定した。この時点でA側、V側ともテープ2枚づつ
剥がれていた。この患者さんはテープかぶれがあるため通常は『カブレステープ』を使用している
患者さんであったが、ループ固定時に一般のテープが使用されていた 失血事故の可能性
１/２A静脈注射したが、指示が１/４Aであったことに気づく。
指示票を見たときは１/４Aと認識していたが、口頭で医師の指示薬を準備してもらう際、思い違い
で１/２Aと伝えてしまった。
１／２使用してテープで蓋をしてあったセダペインの残りを患者様に使用してしまった。
清潔、不潔の理解不足。
1:00 患児の輸液チェックをしたところ、チャートに記載してある薬剤と、シリンジに記載してある薬 思いこみによる確認不足。
剤とが違っている事に気がついた。チャートにはイノバン・5％Ｔｚとあるが、シリンジのラベルには
イノバン・生食となっていた。すぐに輸液中止とし、医師に報告し、作成しなおして再開した。
１：００ 訪室するとベッドサイド（足元側）に座り込んでいた。 顔面に切り傷と出血があり、縫合さ 足元側からずり落ちたと考えられる。 転落防止対策が不十分であった。
れる。 本人「知らない間に落ちちゃった」と。ベッド柵は両側に１点ずつ施行していた。
1：00の巡視時に患者さんが病室、病棟内にいなかった。非常口から外へ出た様子があり、役場近 ・物理的な環境や設備上の問題点
くで発見した。発見できなければ死に至る可能性があった。
１：００高熱があり氷枕を使用した。８：００解熱し、体交すると左の頬が表皮剥離していた。原因は 氷枕を効果を考えず使用した。 患者が嫌がったため体交をしていない。 発見時はきちんと創の
はっきりしないが考えられる原因として氷枕に頬が同一体位であたっていたためか。本人が体交 処置をしていない。
を拒否し大声を出すため夜間は体交していない。 創部の処置がきちんとされずかひができてい
た。
１：００準夜最終体位変換のため訪室、ＣＶラインが抜去されている。抜去部からの出血は見られ 意識レベルにむらがあり治療上必要なラインであることを認識するのは困難な患者様であると思
ず、寝衣、シーツにも血液汚染見られず、ＣＶラインは途中で切れておらず先端確認。カテコラミ
われるため、ライントラブルを起こす可能性が高いと考え家族同意のもと両上肢を抑制していた。
ン、ミリスロールを施行していたため末梢ライン確保にてすぐに再開。ハイカリックは末梢禁のため 右側の抑制帯が緩んでしまっていたためラインにてが届き抜去されてしまったものと思われる。
ＣＶ自己抜去報告とともに確認。ハイカリックは無しで様子観察でよいと指示を受ける。
1:00訪室時、患者様がベット下に左側臥位になっている。トイレ歩行後、ズックを脱ごうとしてすべ ポータブルトイレ準備されているが、自力でトイレまで歩行してしていった。
り、横になってしまった。
37

改善策
輸液ポンプを使用する。
急いでいる時はミスをしやすい。そのような時はいつも以上に気をつけて、点滴の薬品名、単位
数、更新時間などの確認をしっかり行うことが大切である。また、訪室時に点滴をチェックし、予定
通りに終了するよう滴下を合わせることも必要であったと思う。
点滴を詰める前にワークシートで確認し、その後冷所に保存してある薬品を取り出した後の確認
は袋に入っている状態で行い、確実にその患者様本人用のものであることを確認後詰めるように
する。これからは自分の行動は間違っていないと思い込まずに、念を入れて確認を行う。
ダブルチェックの徹底
・内容の確認後のサインを徹底 ・準夜での指示時は、至急と注射の指示棒をたてること
夜間頻回訪室していき，患者の状態をみる．夜間は４点柵をし，必要時ナースコールを押すよう
しっかり声をかけていく．患者の精神状態の変化を把握していく
病棟外に出る時は声を掛けてもらうよう指導。無断離院しそうな患者は夜間の煙草はやめてもら
う。

１ 麻酔器の酸素パイピングは隣のベッド、またはインフポートから取る ２ 準備時、２本のホース
と１本の電源は必ず接続する。接続後はその手で作動テストを行う ３ 万一未接続のまま他の業
務等ができた場合、必ず次の勤務者へ伝達する。未接続のホースはわかるように、人工呼吸器の
上にかけておく。 ４ 低酸素アラームが鳴ったら、原因を早急に確認対処する。パイピング未接
続、または接続不良、ホースのリーク、センサー電池の消耗

・注射伝票と薬剤名を必ず照合し、アンプル・バイアルも必ず小箱から取り出して照合して準備す
ること。混注後は、残があっているかを確認するというルールを遵守するよう指導。
確認を十分に行う。
１ 卵、牛乳、乳製品禁忌患者に対する食事メニューマニュアル の作成 ２ 祝日、栄養士への
相談態勢の確立

処方される頻度は現在でも１％アクロマイシン・白色ワセリン軟膏の方が多いので、予製してあ
る。保管場所を開けると、「基剤確認」の札を取らなければ軟膏を取り出せないようにした。

トイレ中も出來るだけ見守る。行動終了まで注意してみていく。

患者への確認を必ず行なう（患者参加型） テープの種類の表示の仕方を検討する

薬剤を準備する際は、側に指示票を置き、３度確認しながら準備する。
セダペイン、アタラックスＰの入れ物に残った使いかけの薬液は使用しないように記載。
声だし確認を徹底する。必ずダブルチェックする。
頻回に訪室し、体位を直し声かけをする。 環境整備をする。
中から出られないように検討し、施錠した。非常口でもあるため、施錠が問題か。
氷枕は、効果を考えむやみに使用しない 患者がいやがっても体交は時間ごとに行う。 発見時
はきちんと創の処置を実施する
抑制帯を使用していたとしてもそれを過信することなく頻回に観察すべきである

ポータブルトイレ使用するよう勧める。また、見守り介助も必要。

具体的内容
1:15EDチューブの接続がはずれており、枕の下に隠れていたのを発見。
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背景・要因
改善策
術後のEDチューブはいつもは１回ループを作って接続部が引っ張られたとき、外れにくく固定した EDチューブの固定方法は、１回ループを作り、接続がはずれないようにし、ルートの長さを短くしな
あったが、今回はそれがされていなくまたルートの長さも短くなっていた。いつ接続が外れたか不 いように、手術室で行なってきて欲しいと思います。以前もよく接続が外れていたが、ループを作る
明である。患者様は吐き気があり、よく体を動かしていた。
ようになってからその事故は、減少したため。また、看護師サイドでは、患者様の体動などで接続
が引っ張れないようにケアにあたり注意したり、ルートはゆとりを持たせておくなど必要がある。
1:15自室にて離床センサー左肩に装着し4点柵にて入眠中を確認。2:25訪室時ベット不在。眼鏡・ 先入観を持って患者捜索に当たっており、また慌てていたため隅々までの確認が不十分であった 離床センサーは患者が自己にて外せない場所に装着する。ベット柵を紐でくくる。先入観を持たず
スリッパ見当たらず。棟内・院内（1ー3階・救急外来・駐車場）・捜索するも発見できず。3時当直師 ため。
隅々まで確認し、同じ場所を他の看護師にも捜索してもらう。
長報告、各病棟患者捜索依頼FAX。自宅へTELにて確認。主治医TELにて報告。再度棟内捜索。
家人来棟あり状況説明。再度棟内捜索し他患の部屋のベットと床頭台の間の床に臥床し入眠して
いる所を発見。外泊中の患者ベットであり全てのカーテンが閉めきられとめられていた。家人へ説
明、管理責任の話あり謝罪する。家人すぐに帰られる。師長・主治医へ報告。患者様自室へ案内
し,トイレ介助後再入眠される。
１：３０ ナースコールあり。訪室すると、布団と一緒に床に転落している。「布団が滑り、自分も一 ナースコールを押して頂くよう説明していたが、自分でできると判断されたため。
転倒・転落の危険性があること、ナースコールを押して頂くよう説明、理解してもらう。
緒にずり落ちた」と。
1:30に生食100・シグマート1V 4ml/ｈで開始した。日勤でなくなったら内服のシグマート再開という 伝達方法が具体的ではなかった。シグマートの点滴は輸液ポンプを使用して滴下されており終了 あいまいな指示の受け方をしない。指示を確実に施行できるように、日付・時間を明示する。
指示を受けた。申し送り用紙にその指示を記載し準夜勤務者に伝え、準夜勤で抜針されたが次の 時間が予測できたが、その時間を伝えずシグマートの内服再開の日付けも明示せずあいまいな
勤務者には伝わらず、結果2日間シグマートの内服がされていなかった。
伝達が要因。
１：３０喫煙所へ行く。その後喫煙所・院内捜すも見つからず、携帯にかけるもかからず。３：３０自 １：３０に喫煙所へ行く時一言も声かけをしていない。観察不足。
夜間病棟外へ出る時は付き添い、一緒に帰棟する。
室にいるのを確認。本人に確認するも喫煙所としか答えず。
1：30付き添っていた家人よりNSコ-ルあり。訪室すると、気管切開カニュ-レ抜けている。家人より 患者がせん妄状態であること、説明しても理解ができていないこと。
テープで固定をした。
自分で起きて抜いていたとのこと。すぐに当直医師コールし、新しいものを入れ替える。患者は「お
父さんが借金をして大変だから取ったんです。」と意味不明な言動あり。不眠時の追加処置である
リスパダールを与薬する。カニューレはひっぱてもすぐに抜けないようにテープで固定をする。
1：45頃、病室にて音がしたため訪室すると、ベッドの横で入り口のに向いて腹臥位の状態で横に 眠剤を服用していることで夜間の歩行は転倒の危険性が高かった。観察が不十分だった。
夜間帯の観察を密にしていきたいと思う。
なり起きようとしていた。トイレに行こうとベッドより降りスリッパを履き歩こうとしたが滑ったとのこ
と。 1：50、ＫＴ35.5℃、P78、BD120～80、意識明瞭、頭蓋打撲なし、外傷なし、両膝痛なし。
１：トイレ移動と思われる。移動時のコールや履物については頻回に説明し指導しても高次脳障害 １：移動時お知らせセンサーを導入予定
１：移動時のお知らせセンサー等導入する方向で検討中
のため直ぐ忘れてしまう状況
10%トランサミン10mlを払い出すべき所、5%トランサミン5mlを払い出してしまった。
規格が複数存在する
規格までしっかり確認する。 規格の統一
○／１、トロッカー挿入をし持続吸引を行っていた。○／１０よりカメラの回路リークのアラーム頻 ピシバニール注入前のガーゼ交換にて、トロッカー挿入の長さを確認できていなかった。観察が不 胸腔にどれだけ挿入されているのか、基本的な観察ができていなかったことに対する注意を行っ
回。胸水流出減少。皮下気腫を認め医師に報告していた。○／１３ピシバニール胸腔内投与後、 十分であった。
た。またそれに対する知識・技術の習得の指導を行った。
漏れているのを発見。トロッカーが抜けかけているのが判明した。医師により家族へ状況説明の
のち、すぐにトロッカー抜去部ナート。再挿入を行った。
○／１０ ２２時巡視時持続末梢点滴を自己抜去されたところを発見した。
観察不足
頻回に訪床し観察する。必要時抑制させてもらう。
○/10の日付の輸液点内にラシックス1/2Ａ混入の指示有り。ラシックスを2.5ccの注射器に変え混 ダブルチェックは行ったが、薬液を取り出す際日時を見ずにとりだした。日付確認を怠った。
整理方法がその時により異なることがある。整理方法の統一をする必要がある。 また、ダブル
入したと記憶するが、輸液整理引き出しにその日時の記載のところにラシックスが残っており、次
チェックを他チームではなく出来るだけ同じチームのスタッフに行ってもらう。
の勤務者に指摘された。
○/13にB（+）の血小板を10単位輸血する患者の血小板を、間違ってO（+）の血小板を10単位注 受け渡し時の確認マニュアルの不備
マニュアル見直し、徹底
文して血小板が届いてしまいました。血液センターに電話をして、すぐに用意できるB（+）の血小板
が15単位製剤しかなく、Drに確認して、B（+）15単位製剤を至急注文し、輸血に至りました。尚、O
（+）の製剤は、受け取ってしまったため、返却できませんでした。
○/15、4時頃病室を訪室すると、輸液のルート針が抜去されているのを発見した。患者に問うも分 2時に訪室したときに不穏傾向であったのに、ルート類抜去の危険を予測していなかった。もっと 不穏傾向であったことから、危険を先に考え、防止対策を一番に考えて行動するようにする。頻回
からずとのこと。針がベッド上にあり、輸液がもれていたが、ルート刺入部よりの出血は見られず。 頻回に訪室し、様子をみていなかった。
に訪室し、状態を観察していく。
本人痛み等の訴えいわれず。リーダー看護師に相談し、低血糖症状等見られていないため、様子
をみることとする。同日7時血糖測定するも、BS103。本人しんどさ言われずおちついており、経過
観察とする。
○/15に左前腕シャント造設術施行。OP帰室後（11時）、14時、16時と訪室し、患部を確認していた 患部の観察をしていたにもかかわらず、ヘマトーマに気付かず、放置していた事。
患部の観察を注意深く行なう。（ヘマトーマの有無、ガーゼ汚染、シャント音の強弱、リズムなど）少
にもかかわらず、ヘマトーマが出来ていた事に気付かず、16時にDr,訪室した際にDr,により発見と
しでもおかしいと思った時にはすぐ報告、相談する。
なる。その後Dr、により患部再切開し、血液除去となる。
○/16患者が車椅子に１人で移乗中滑って転倒した。その患者は、以前より車椅子の扱いに慣れ ・患者が靴を履かないで、車椅子に移乗していたため、滑って転倒した。 ・車椅子の移乗を患者 ・患者に車椅子の移乗時の注意点の再指導。 ・看護師観察下で、車椅子に移乗していただく。
ており、看護師側からも車椅子の生活は確立していると判断し、車椅子の移乗の確認はしていな 任せにしていた。 ・患者教育の不十分。
かった。転倒後、同室者の患者のナースコールにて転倒したことに気付く。
○／17 18:00頃委託先栄養士より冷蔵庫１台の温度が16度まで上がっていると病院栄養士へ連 一日三回委託先栄養士、調理師、事務員が冷蔵庫の温度チェックを行っているが、適正温度を越 委託先栄養士、調理師、事務員は一日三回温度チェックを行うよう再度、周知した。不具合いが
絡があった。温度チェックは一日三回、委託先栄養士、調理師、事務員が行っているが、霜取りの えている事に疑問を持たなかった。温度が上がっていた後の温度の経過観察も行っていなかっ
あった場合は原因究明を行うとともに責任者に報告する。
ために上がっているのだと思っており、特に温度経過の観察も行っていなかった。連絡後、委託先 た。
栄養士は上昇した冷蔵庫の中にある温度管理の必要な食材８ゼリーなど）を正常に作動している
冷蔵庫へ移動した。委託先栄養士は○／16、17の使用食材で温度の上昇により、変質する恐れ
のあるものが無いかチェックしたが特になかった。
○/18ラシックス（40）2錠から１錠へ処方変更あり。会計入力時、２錠のままで入力。約2ヵ月後○ 処方変更時の入力確認と処方録の転記方法。 当日の処方内容が発信源の医師に確認出来な 目視確認を十分に行う。処方録転記字に朱線を入れる。文字を大きく。 診察室で医師が直接処
/27ラシックス1錠で入力。院外薬局より確認あり。患者の体調、病状に変化は無かった。
い。
方内容を確認し、処方箋を発行できるｼｽﾃﾑ作り。
○/18医師が外来診察時、薬物血中濃度の院内検査をオーダーした。検査室でオーダーと検体の 外来からのオーダーの確認は検体とPC画面でのみ行なっており、病棟のようにワークシートの確 採血指示時、採血項目と採血管の確認をする。検体を検査依頼するとき、再度検査項目と採血管
確認ミスのため、同時にオーダーされていた外注検査のみ受け付けた。検査結果が未入力のまま 認はない。血中濃度検体は採血管が別になっており、外注先の集配の方と検体の確認をすると の本数を確認する。
であることに医師が気付き、翌月○/10検査室に問い合わせたため、検査ミスに気付く。
き、気付くと思われる。そのときなんの問題もなく、検体集配にまわされたということは、薬剤血中
濃度の採血管はなかったものと思われる。外来看護師が採血準備ミスをしたと思われる。
○／19 17:00頃委託先栄養士から7階の患者で５分食の食事指示なのに７分食を○／19朝食、昼 栄養事務室の食数ボードの７分食の所に５分食の患者の名札がはってあり、委託先栄養士は７ 食数変更を担当した委託先栄養士は名札を食数ボードの所定に場所へはる。 食数ボードの線
食に出してしまったと、病院栄養士に連絡があった。病院栄養士は主治医へ連絡をして患者の経 分食だと思い込んでしまった。 栄養事務室の食数ボードの名札の上に５分食の表示がされてな の消えている所の線を引き直し食種の区別が分かるようにする。
過観察をお願いした。患者に特に異変はなかった。
かった。 食数ボードの線が消えている所があり食種ごとの区別がしにくくなっていた。
○/19 18時頃Ａｄがありデクビ処置をしていた為血糖測定を忘れてしまった。○/20 0時30分に 人手不足
タイマーを使う他の人に頼む
気が付き血糖測定を行ったところ、スライディングスケールにかかり当直医師へ確認し、ＨＲ2ｕｉｓ
施行した。6時のスライディングスケールがかかった場合は指示通り施行してよいと指示をもらっ
た。
○／１９付けで、ある患者様の電話の質問に主治医以外には取り次がないよう回覧がされていた 管理当直の際の日誌を確認していなかった。また、薬のことといってももう少し内容を確認するべ 伝達事項は周知徹底する。
（複数の職員が様々なアドバイスをして混乱させないため）。その患者様から夜間に連絡があり、 きだった。内容は、本日処方での不足分下剤についてで、不足分は後日取りに来ていただくよう伝
緊急以外は医師に取り次げないと話すが、「薬のことで聞きたい。」と繰り返しおっしゃるため当直 えることもできた。
医に連絡した。医師より取次ぎ許可が出たため時間外での受診となってしまった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
○/20：迅速診断にて手術室より材料（肺VATS）が届いた。その後割を入れた後、写真撮影を撮り 確認不足、連絡不足、指示不足
問題発生後、改善策を話し合った。 １：迅速診断終了まで担当者が固定まで責任をもつ。 ２：残
迅速診断用に肺の一部を切り出し迅速組織診断を行った。その後通常であればホルマリン固定を
り材料はタッパーに入れ指示があるまで保存する。
行うが、確認不足、連絡不足、指示不足で材料を廃棄してしまった。（廃棄した者：不明） ○/22：
残り材料での通常病理依頼書が到着したが材料がなかったため発見した。その後医療廃棄物置
き場に探しに行ったがすでに回収ずみであった。
○／21朝食配膳後、調理員が6階里芋禁止の患者に里芋入りの味噌汁を配膳したと気付き病棟 食札に禁止食材が記入してあったが調理員は配膳時見落としてしまった。 献立表にも里芋禁止 配膳担当者は食札の禁止食材を確認してから配膳を行う。 通常、調理責任者が配膳車を病棟
へ連絡をした。すでに患者は味噌汁を食べていた。その後、患者に特に異変はなかった。
のメニューが記入されていたが調理員は見落としていた。
に上げる前に検収を行うが、不在だった。必ず、当日に調理責任者が居るように調理責任者を決
める。 調理責任者には、危機管理を把握させておく。
○／２２ＡＭ０時００分 新人看護師より患者様が床にいるのを発見し声かけにて意識明清。返答 患者要因
日頃のナースコールは気を配るべき事。ナースコールの接触の悪さも確認する必要がある。活動
しっかりあり、バイタルも普段と同じような数値で変動はないとあり、報告を受けた。すぐ訪室し、瞳
の程度も認識すべき等の事の重要を考える。
孔不同なし声かけにも返答はしっかりとあった。本人は下肢の痙攣を言って看護師に伝えようと
ナースコールを押したがならなかった為に自分で降りてしまったとの事であった。実際すぐ訪室し
た時には痙攣はなかった。しかし見えていない所での出来事であり、頭部を打ってないとあるが、
意識レベルや麻痺、痙攣の出現の可能性もある。当直医師への報告をし、コール。救急の対応に
て経過をみるようにとの電話をとった。看護師からの報告。夜間師長へも連絡をいれ経過変化あ
ればコールへとの事。報告後すぐに患者様のところに訪室。ナースコールを替え本人が押し鳴る
事を確認し、しばらく話の後入眠されていた。眠剤を希望されたがのませず。ＡＭ２：００医師より
コールあり、報告し夜間師長ラウンド時報告。異常なく入眠している事を報告した。痴呆はなく訴え
は言える方である為、日頃のナースコールは気を配るべき事。ナースコールの接触の悪さも確認
する必要がある。活動の程度も認識すべき等の重要性を考える。
１０／２３（日直時）病棟調剤分で、ワーファリン２錠のところワソラン２錠を払い出し（調剤）間違い 薬品名が類似しており、軽率だった。もっと慎重に監査をするべきであった。
監査の体制をもっと確実にすることは言うまでもなく、類似薬品をもっと院内で減らすなどして対策
した。患者は退院し、１１／１の外来受診時に医師に報告。その時点で調剤ミスがわかった。患者
を講じることが大切である。
は２回服用し、「胸がドキドキするから」として服用を中止していた。医師から連絡を受け、ワーファ
リンをお渡しして謝罪した。
○/24日勤で内服薬の準備をしている時、○/23の23時と記入されたものが残っていることに気付 投与の際のダブルチェック時に、内服薬の袋に記入された日付と時間を確認できていない。それ 与薬の準備時に、患者名、薬剤名、投与量、投与時間を、声だし確認する。ダブルチェック時は、2
く。薬袋に残っている○/24の11時以降の薬の残数は合っていた為、投与忘れと思い、○/23準夜 以前の投与時に、内服薬の確認ができておらず、投与されなかった可能性がある。または、最初 人で薬剤を見て確認する。
の勤務者に電話で確認するが、投与したとのことであった。投与の際、日付は確認出来ていな
の確認時に1包多かった可能性もある。
かった。
○/26 18:30患者本人から「プレドニンを多く飲んでしまった」と報告あり。患者は自己管理にてプレ 患者自身の性格、脳炎による高次機能にやや問題があった。内服薬を本人管理としており、看護 内服を一日配薬とし、毎回確認とした。 今後、自己管理へと変更する判断は受け持ち看護師が
ドニンを朝食後12錠内服していた。しかし、/26翌日分の内服薬のセットをしている際に誤って夕方 師サイドで内服の確認はしていたものの、今回は患者のみの内服セット中の事故であった。
行う。 自己にて内服セット中は、看護師が必ず看ているところで行ってもらう。
に12錠（計24錠/日）内服してしまった
○／２６にスミフェロンの筋注の指示が出た。指示で筋注施行日は○／２７、２９、３１、翌月○／ 今回、化学療法後の再開のスミフェロンの指示であったが、以前は隔日に注射を実施していた。 主治医へ直ちにロキソニン１Ｔを与薬してしてしまったことを報告。 ○月のスミフェロン施行日も１
３、５、７の６日間で、○月は１日おきに施行していたので、翌月も○／２、４、６と勘違いしてしまっ 指示を受けるとき、スミフェロン施行日をきちんと確認せず、１日とだけしか判断していなかったの １／３、５、７で良いことを主治医へ確認した。 指示受けの際、施行日をきちんと確認して、患者に
た。患者へは注射は１日置きに施行すると説明しただけで、施行日をきちんと説明していなかっ
で、一番の要因は施行日をきちんと把握せず、勝手な思いこみをしてしまったことである。 また、 も説明する。 日時、薬剤名、量を確認するよう心掛ける。
た。（当事者は施行日の把握をしていなかった。）注射実施日は患者は注射の３０分前（１８：３０） 患者へも、日時をきちんと説明していなかった。 ○／２の夕方、主治医が患者に「明日ですね」と
にロキソニンを１Ｔ内服していた。（ロキソニンは自己管理）○／２７、２９、３１と１日置きに施行した 声をかけたとき、患者自身は「今日ですね」と返事したが、それで会話が終わってしまった。
ので、翌月も順番でいくと、３日ではなく、○／２に注射をすると患者自身も判断し、○／２の１８：３
０にロキソニンを内服してしまった。内服後、患者が注射の予定であると処置室へ申し出たが、注
射箋、注射薬がなかったので、準夜担当看護師がカルテの指示を確認し、トラブルが発覚した。
○/26外来にてズファジランとフロモックスが処方されていた。その日の準夜帯で入院になり、フル フロモックスが中止になった時点で、薬を預からなかった。 申し送りが不十分であり、併用してい 内服薬が中止になった時点で、薬を引き上げる。 カーデックスの記載を行い、申し送りを確実に
マリンの抗生剤が施行された。医師からと看護者からフロモックスは中止するように本人に伝えら くとの誤った申し送りもあった。 患者様への内服確認が不十分であった。 カーデックスへの記載 行っていく。不明な点があれば、主治医に確認する。 内服している時は、確認する。
れたが、その後も飲み続けていた。６日後に患者様より内服薬がなくなると言われ気付いた。
が無かった。
○/26日 ソリタＴ３号５００ｍｌ×２ ○/２７ ソリタＴ３号５００ｍｌ ×１ の注射指示のところ、薬剤 注射業務のマニュアルから逸脱している
部が27日分も2本払い出し、準備した看護師Ａはそれに引きづられ,2本準備した。Ｂ看護師は？/２
の点滴が終了しナースで呼ばれ、ナーステーションに戻り、？/２の点滴を繋いだ
○/26日の入院予約がＭＲＣＰの所見で入院を同月○/１９日と早める事になった。入院予約控え 情報の伝達、共有の問題
伝票､入院予約一覧は修正したが、パソコンの修正と師長への報告を忘れたためベットコントロー
ルに支障をきたした
○/27 16時頃、準夜で配る受け持ち患者の薬を配薬車から取り出していた。患者は、食前・食
１つずつ名前と量を見ながら確かめていたつもりが、数え間違えていた。分かりやすくケースに貼
後・更に中止薬などがあったので、間違えてはいけないと思い薬の名前・数を１つずつ確かめなが られていたにも関わらず、見落としてしまっていた。
ら準備していた。その後夕食時、患者に配薬し、薬を飲んでいただいた。翌日、その日の日勤者に
前日の夕食前薬が残っていると指摘され、１錠配薬していなかった事に気づいた。
○/27の外来受診時、翌月○/9入院及び○/10ﾎﾟﾘﾍﾟｸ予定の指示を受けた。当日、患者本人より 指示受け後、うっかり病棟に入院予約の連絡をしていなかった。
電話での問い合わせあり、病棟に入院の連絡をしていなかったことに気づく。病棟に連絡し、すぐ
入院して貰った。
○/28 ＡＭＩにて緊急心臓カテーテルのためカテ室でＥＲの看護師から申し送りを受けた際に貴重 教育不足
品（指輪）を預かり白衣のポケットに入れた。この時預かりの確認印をもらっていなかった。翌月○
/4退院後患者より指輪に関しての問い合わせの電話があり、紛失してしまった事が発覚した。カテ
室でＥＲより申し送りを受ける際、ＥＲ看護師より貴重品は預からない事になっており、万が一カテ
室で指輪などしているのに気付き外した場合でも、誰が見ても分かる様にカテ記録用紙に貼り付
けておくなどすべきであった。
○/28～免疫グロブリンの大量投与目的で転棟された患者。投与最終日の翌月○/2（土）も予定 患者の病状変化時の対応不備
1）看護師の連絡の不備
2）院内の当直帯での入院患者急
通りグロブリン点滴を終了し、準夜帯19：30車椅子にてトイレにいかれ その後ナースコールにて 変時の対応の取り決めがされていない
訪室すると腹部を押さえ冷発汗あり。数秒意識消失？呼名に間をおいて返事あり。 主治医電話
報告（看護師は「特殊治療後でまだ、早い時間帯だから主治医のほうがいいと思った」･･と後の
弁）「排便時の努責によるショック状態でしょう」と言われ点滴でルートキープの指示あり。 指示実
施し20時にはバイタル改善。21：45再びコールあり、腹痛を訴え本人も診察希望あり、当直医が診
察。
○/28夜勤帯痙攣にて入院した患者様。指示板に持参薬継続と書かれていたが（本当に入院時に 確認不足医師の資質
記載されたものか不明。受け入れた看護師も分からないと）誰も気付かず翌月○/1まで経過して
いた。○/1患者は退院予定であった為リーダーであった私は脳外Ｄｒに退院処方はありますか？と
確認した所「内服はずっと飲んでいるでしょ？」と返答あり。そこで持参薬（デパケンＲ200 6T2×、
エクセグラン100ｍｇ1T1×）を入院時より飲んでいなかった事が発覚。実際は内服を持ってきてお
らず新たにその時点で処方してもらい、退院は延期。翌日退院した。
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マニュアルの遵守
同様の事故が数年前にも1例発生した事がある。多発するならチェック体制の強化が必要
どんなに忙しい時でも、確認する時はその事に集中し、落ち着いて数える様にする。指示書通りの
薬を取り出した事を確認した上で、もう一度配薬車に薬が残っていないか見見わたし、慎重な
チェックを重ねていく。
指示を受けたら、入院予約ﾉｰﾄに記載し、病棟に連絡しﾁｪｯｸする。
貴重品取り扱いマニュアルの徹底

院内の取り決めを検討して周知する―医局会で検討したものをもって看護部へ周知する 1）患
者の病状の変化時は第一は当直医師に報告し、診察していただく（患者様も診察したもらった…と
いう安心感がある） 2）診察後に必要があれば、主治医に連絡する（出来れば医師を通じて）た
だし、経過の長い患者様の場合は患者の状況把握に時間を要するため、何らかの工夫が必要で
ある。 3) 主治医が重傷者リストを作成して置き、当直医に解かるようにしておく。 4）当直医
は病棟からの依頼も対応するように、勤務規定として張り出す。
受け入れ時の確認徹底
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具体的内容
○/29日勤でチームが忙しく、いつもはできているチャートを持っての小児の点滴確認が、チャート
を持たず確認していた。13:00チャート確認後10:00に点滴の側管より静注するミノマイシンがあるこ
とに気がつき、すぐに施行した。その後主治医に報告し次回のミノマイシンは24:00に行うよう指示
を受けた。その後副師長に報告した。
○/2準夜の部屋まわりで訪室時、泌尿器科の術後2日目の患者様が硬膜外麻酔のシリンジを自
由に動かしておられ、「これはこのままでもいいのか？」と言われ、チューブに沿って背部を確認し
たところ、硬膜外チューブのラインが切れていた。

背景・要因
患児の抗生剤が１２時間毎にあるということをチャートで確認出来ていなかった。また、抗生剤は
他の患児と同様の８時間毎と思い込んでおり10時に抗生剤はないと思い込んでいた。

本人曰く清拭・更衣などして動きすぎたのが原因かもしれないと。硬膜外麻酔チューブはラインが
細く切れやすいものであることを患者様にも説明しておく必要があり、看護師もそれに注意を払
い、患者様の体動を考慮した位置に硬膜外麻酔シリンジを設置するようにするべきであった。今
回は患者様の耳元にシリンジを置いていたが、体動時にシリンジのみがぶら下がったような状態
になったことや、チューブがどこかへひっかかって、または自己の体で踏んでいたりしたことも考え
られる。
○/30 20時30分頃体動激しく頻回の訪室を行い、ベッド柵を紐で固定し、夕後に投与する内服準 アルコール中毒症状の離脱目的にて内服コントロール中である事。又、離床拡大してきており、転
備（精神科）をする為離れた直後、ベッド柵外し転落。 バイタル安定・脳神経症状悪化なく後日主 落のリスク高い事など、アセスメント不足であった。
治医報告した。 再度、ベッド柵固定し、転落防止マット使用し、入眠まで車椅子移乗し共に行動し
た。
○/30からサンリズムが処方され、お薬カレンダーを使用してた。新たに処方された薬をセットしよ 発見したとき、定期処方のカレンダーと重なった状態になっていたため、各勤務者は気がつかな
うとカレンダーを取りに行ったところ、翌月○/3から内服されていないことに気がついた。すぐに医 かったと思われる。 カレンダーを使用しているからと安心し、確認していなかったことが原因と考
師に報告。
える。
○／30ブルバトシン1.5mgを1時間かけて、投与する指示があり。PIメインはOFFだった。希釈はル ブルバトシンの希釈方法、クランプの解除、再クランプに意識が行き、流れて行かない事に、気が
チンで、準備をして、他の看護師に確認し、メインのフィルターを通してIVした。メインのクランプを 付かなかった。
解除し、終了後、再度クランプした。翌月○／1 Ａ勤務でB勤務看護師より、投与方法を聞かれ、
患児に薬剤が、入って無い事に気が付いた。
○/30日よりプレドニンの内服が開始になっており、患者に、今まで点滴でいっていた物で今日か 説明不足、確認不足
ら内服になると説明し2錠手渡す。患者より、いついつ飲むのかと聞かれ、朝と昼に持ってきますと
返事をした。 昼の配薬者が朝のプレドニン1錠テーブルに残っているのに気が付き声を掛けると
昼に飲むものと思っていたと。Dr、報告し昼に3錠内服してもらった。
○/31 11時頃に母乳の小分けのため、1回栄養量、HMS-1の濃度を確認する。医師指示では○ ・小分けの準備の際、HMS-1濃度の確認不足と記載の間違い ・小分け時、HMS-1濃度の確認
/29からHMS-1 1/2濃度、翌月○/5から通常濃度となっていたが○/29の17時よりHMS-1通常濃 不足 ・医師指示の翌日にチーム移動となり、スタッフに指示が浸透していなかった ・授乳前の
度の母乳が小分けされており、そのまま児に哺乳されていたのを発見する。すぐ主治医に報告し、 HMS-1濃度の確認不足 ・指示量小分けされているだろうという思い込み
特に児の状態変化なく、また害のあるものではないため様子観察となる。
○/4午前１時30分NSコールあり。30分前にトイレに行こうとし、オーバーテーブルを支えにしようと オーバーテーブルを支えとしてしまっている。ポータブルトイレも多少ベットより離れてしまってい
したら、テーブルが動きしりもちを打ったと。痛み、外見的所見なし、血圧異常なし。当直医師コー た。
ルするも経過観察。朝１番に担当医師へ診察依頼とする。
○／５（火）に○／７（木）より分院からくる臨時の患者のデータをＩＣカードに入力する際、間違って ＩＣカード作製時の確認不足
ＱＢ２００ｍｌ／ｍｉｎのところ１００ｍｌ／ｍｉｎと入力してしまう。○／７（木）気がつかずそのまま透析
してしまい、○／９（土）の透析の途中に看護師に指摘され気付いた
○／５夜勤帯にて患者の部屋より大きな物音がしたので訪室すると、ポータブルトイレに移ろうとし 全身状態が悪化傾向にあり、トイレ歩行は１人では無理であったが、患者本人への説明が不十分
てバランスを崩し洗面台の前に倒れ込んでいる患者を発見。左眼瞼２ｍｍ大の創傷より出血、左 だったこと。
後頭部腫脹部より軽度出血を認めた。ベット上安静とし、当直医に報告、バイタルサイン等著変見
られず、創部包交するも新たな出血は認められなかった。
○/6 眼科外来検査室から「Ａさん」の依頼あり。検査員（ＯＭＡ）が病棟へ患者様降りて来てもらう 患者確認マニュアルの不徹底
ようＴＥＬする。降りてきた患者様にＯＭＡは「Ａさんですね」と声をかけると「ハイ」と返答があった。
視力、眼圧散瞳の指示があり、検査し瞳孔散大まで３０分かかるため病棟にもどってもらった。そ
の後「違う患者様を降ろしてしまった」と病棟からＴＥＬあり。「Ｂさん」という人に病棟看護師が声を
かけていた。「Ｂさん」は以前に眼科受信歴あり。検査にも疑問を持たなかったそうです。その後「Ａ
さん」の検査をして「Ｂさん」は今月末受診予定だったのを早めて診察をした。
○/６からエフピーが×２になった。昼残り番の看護師が内服の用意をしているところに､交代でそ 情報の伝達と共有のありかたの問題 内服薬与薬業務の手順の逸脱
の業務を引き継いだが、エフピーは金庫管理薬のため用意されていなかった。処方箋で最終確認
をした時、×２は通常、朝、夕が多いので、朝､昼の服用だとは考えず、未投薬となった。夜勤者が
他の金庫薬を取り出す際、本患者さんの内服がチエックされていないのを発見した。医師に報告
し､今日だけ、今から服用させるよう指示をもらった。
○/８に予約外来受診済みの糖尿病の患者。本日、風邪で予約外に受診したのに、先付けオー 外来診療録2号紙の確認、問診表の確認が不十分であった。
ダーでＤＭ採血を取った。問診表の見落としであった。医師に報告し､採血はＢＳ，ＤＸに変更した。
○/8の5：00頃からモニター上afとなっていたが、モニター振り返り時も気がつかず、その日の日勤
が昼頃に気付いた。医師報告し、診察。患者本人は自覚症状なし、バイタルサイン上も異常なし。
夕方からリスモダンR内服開始となる。
１０：００、日勤看護師がインシュリンの伝票がないことに気づき、伝票をレターケースから取り出し
たところ、伝票に朝のインシュリン施行のサインがなかった。深夜勤のチーム担当看護師に施行
の有無を確認したが分からず。深夜勤務のチーム担当看護師が深夜フリー看護師に電話で確認
したところ、朝のインシュリンを施行していないことが分かった。胃ろう造設し、胃ろうから栄養剤を
注入されている患者で、元々血糖コントロールが悪いうえに意思の疎通も困難で、高血糖状態が
持続し随伴症状出現の可能性があった。

モニター振り返りが不十分であった。また、モニター波形の判断のための知識・起こりうる合併症
の知識が不足していた。

改善策
勤務前に必ずチャートを確認し抗生剤の時間を理解しておく。

体動時にライン類を常に挿入部から先端まで注意を払いながら扱っていく必要があること、患者自
身が硬膜外麻酔のチューブが切れやすいものであるということを知ること、患者様の体動にあわ
せて硬膜外麻酔のシリンジもついてくるような設置の工夫（例えば首からかけておくことを提案した
り、寝衣の紐に結んだり、患者の体動に硬膜外麻酔のシリンジが引っ張られることのないよう、身
近につけておく）をしていく必要がある。
入眠まで車椅子移乗し、看護師共に行動し、安全考慮する。

カレンダーを２つ以上ベッドサイドにかけておくときは必ず重ならないようにかけておく。 カレン
ダーであっても各勤務で必ず、内服したか確認していく。
抗生剤等、再開、久しぶりの時、他看護師に確認後、見てもらう。PIメインOFFの場合の手順を相
談する。
内服を行ったか必ず再度確認する。

・小分け準備時はHMS-1濃度、栄養量をDr指示簿で確認する ・小分け時も再度医師指示簿で確
認する ・授乳前には栄養量だけでなくHMS-1濃度も意識して確認す る ・それぞれ確認時は声
だし確認を徹底する
オーバーテーブルは動いてしまい危険であること伝え、支えにはしないよう方向を夜間はかえてお
いてみる。ポータブルをもう少しべットの近くに置き、べットの高さを下げる事とした。
入力後、再度確認する
ベット柵の設置とベット周囲の環境整備 転倒の危険性、各ライン（ＣＳＩやサーフロライン）の説明
を的確に行う。
教育

指示変更時の伝達、共有の方法の統一 与薬業務のルールの遵守とチエック体制の統一

先付けオーダーの際は、前回受診日と問診表、カルテ記録内容を確認することを指導した
モニターの振り返りを、その患者に起こりうる変化を考えながらみていく。モニター波形に関する知
識・疾患による波形の違いなど学習を深めていく。自己判断できるまで先輩看護師とともにモニ
ター振り返りを行なう。
・インシュリン注射は伝票運用であり、遅出看護師が伝票に記載しカーデックスにはさんでおく。準
夜フリー看護師がカーデックスと照合しレターケースにまとめて入れておく。深夜フリー看護師が
再度カーデックスと照合し施行するという３回チェックを行っているが、そのマニュアルを徹底す
る。 ・依頼を受けたフリー看護師は、施行したらリーダー看護師に報告。リーダー看護師は依頼し
た内容が施行されたか必ず確認するよう指導。

・深夜フリー業務のひとつに朝のインシュリン施注がある。フリー看護師はチームリーダー看護師
から業務依頼の内容が記載されたメモを口頭で説明し渡され、注射伝票とカーデックスを照合し、
施行することになっている。当日もマニュアルどおりリーダー看護師から業務の紙をもらい依頼さ
れたにもかかわらず注射伝票を準備することを忘れていた。そのため、インシュリンの時間になっ
ても気づかなかった。 ・確認不十分、情報収集不足。 ・夜勤で寝不足だった。・重症の患者がい
て気をとられていた。 看護師間の連携不適切。フリー看護師は施行したことをリーダーに報告、
リーダーは施行の有無をフリーに確認するという作業を怠った。
１０：００ＮーＤＰＡＰ外す。保育器内湿度がＯｆｆになっているのを７０％にあげないといけないが、他 ＮーＤＰＡＰ外した時すぐに確認していなかった。 勤務中湿度の確認ができていなかった。
ＮーＤＰＡＰが外れたら、その時すぐに児のところに行って確認するようにする。
の児のケアをしており、あげていなかった。その後児のところに行くも、湿度に気付かず。その状態
で保育器内湿度５０ー６０％。体温３６．６℃で保育器内温０．３℃上げる。末梢冷感みられず。準
夜で再度ＮーＤＰＡＰ装着の際に気付く。
１０：００に訪室時、末梢ラインを自己抜去しているのを発見した。
観察不足 抑制が必要な患者様であったが食事の時に外しそのままにした。
抑制が必要な患者様には効果的に抑制を行う。
１０：００ハベカシン２Ａ＋生食５０ｍｌを側管より点滴施行し、１１：００に終了した。 指示に１４：００ ハベカシン２Ａ＋生食５０ｍｌを準備する際、他の看護師と薬品名はチェックしたが、時間まで確認 注射カードでダブルチェックするとき、薬品の内容だけでなく、日時も必ず確認する。 一人はカー
採血とあったので、採血した際、検体にハベカシンの使用開始時間と終了時間を書くメモが付いて しなかった。 施行前、注射カードを持参したが時間の確認を怠っていた。
ドを読み、一人は指示して、薬品の内容、日時を確認する。
いたため、注射カードを確認すると、施行時間の指示が１３：００から１３：３０となっていることに気
付いた。
10:20頃、看護師Aは輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの閉塞ｱﾗｰﾑの観察時は、DIV漏れなかった。観血的動脈圧低下に 輸液セットの接続部が輸液ﾎﾟﾝﾌﾟを使っている圧で外れてしまった。
業者に点滴ｾｯﾄの不良の報告。同種点滴の使用状況の把握と輸液ｾｯﾄの交換。
気づいた看護師Bが訪室時、血圧測定不能となる。家族より布団がぬれているとの報告で側管の
点滴ｾｯﾄの接続部分（強くひっぱても外れない部分）が外れていることに事に気づく。約１０分間、ｶ
ﾀﾎﾞﾝHiが指示量滴下しなかったと考える。２０分後にはBP６０台と改善する。
10:25同室者のセンサーの音で訪室時、窓側に車椅子から床に仰臥位に寝ていた、打撲、外傷な 自分のスリッパを自室に置きにいき床に置こうとしたところ車椅子から転落した
１人で車椅子を操作して移動されるので、移動しているときは目的の確認をし観察する、ずり落ち
しBP=132/73mmHg、P=65
ないように車椅子乗車中はベルトを使用する
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具体的内容
１０：３０マットセンサーブザー音で駆けつける ベッドサイドから滑落しそうになってる所を発見
右手はベッド柵をしっかりと握っておられた
10：40入院し４０Gで輸液開始。児がぐずっていたため母が抱っこした。滴下不良のためクレンメは
調節せず点滴台の高さを調節した。その後入院が続き、滴下の確認がされず13：45空になってい
るのを発見した。
10ー０のナイロン針を医師から返してもらった。それを持針器でもとのケースのスポンジに刺そうと
した。ところが針が飛んでしまい紛失した。
100速で輸液する化学療法を実施。開始一時間半後に300/速で落ちているのをメンバーから報告
をうける。患者に症状なし。メンバーが主治医と看護課長に報告、経過観察するように指示をうけ
る。
10月、ペンフィルＲを誤ってペンフィル30Ｒを処方した。患者は、ペンフィル30Ｒを自己注射したが、
実害は生じなかった。 12月の診察時に誤投薬に気づき、処方を訂正した。この間の状況を患者
に問診し、有害な症状がなかったことを確認した。また、誤投薬について患者に説明した。
１０月○日１２時３０分に８年目の看護師がＩＣＵ入室中のＡ氏のＣＨＤＦ用の補液（サブパックＢ）を
１回／日と時間が毎交換の３つを交換した。サブパックＢは２層の構造となっており、１２時のＣＨＤ
Ｆ観察後、３つとも開通したつもりで用意した。交換時、周囲は忙しそうにしており、ダブルチェック
せずに行ってしまった。１０月○日に他の看護師が１回／日交換のサブパックＢを交換時に、その
１つだけ開通されていないことに気付き、事故発見に至る。医師に報告後、患者の様子に著変な
いことから様子観察となる。
１０月○日２時患者本人よりナースコールあり、ベッドサイドに行ってみると筆談で「トイレに行こう
として足がもつれベッド横に転倒した」と報告があった。左側頭部より出血軽度あり、腫脹もみられ
た。左肘関節の痛み訴えるも腫れはなかった。 当直医状態報告、「意識がしっかりしているのな
ら経過見てください」との返事あり。
１０月○日の午前０時、経験３年目の看護師が外科患者の中心静脈栄養の輸液準備をしていたと
きに、昨日まで点滴内に２筒入っていたメディジェクトＮａ２０ｍｌが、１０月○日から３筒に増量予定
だったが、追加分の１筒の伝票しか確認しておらず、１筒のみ混注し、過少投与した。 同日、午前
９時、日勤看護師が注射カート内に残っている２筒を発見し、主治医の指示で再度残２筒を混注し
た。患者自身は、バイタルサインなど、一般状態に変わりはなかった。
○月○日（月）１２：００ 経験９年、配属２年の看護師が、外科入院（ＣＯ２ナルコーシス）でＩＣＵ入
室中の患者（６８歳）の高カロリー輸液を準備時、フルカリック２号に付属している、小室のポッチを
折り、ビタミン剤を混入の手技になっているが小室の折り曲げをしなかった。そのまま患者に接続
したが、次の勤務者（準夜）も気づかず、深夜勤務の看護師が発見した。
○月11日14時ラウンド時ＳＢバック内に排液２００ｍｌあり、本人が重いという訴えもあった為クラン
プし排液２００ｍｌ破棄した。○月12日17時30分頃医師と共に癒着術施行の為ドレンを見るとＳＢ
バックのクランプが閉鎖されたままであったと聞く。（処置について看護師より報告あり）ＳＢバック
内の排液を破棄した際に持続吸引が行える状態であるか、ルートの確認を行わなかった為、又そ
の後も排液有無を確認しなかった。
○月１２日にプレドニン２０ｍｇを末梢静脈点滴で与薬する予定が、○月１１日に実施した。（１２日
にも実施した）

背景・要因

改善策
床マットセンサー作動にて早期発見できたので転倒 転落は防止できた 特浴中で全スタッフ目一
杯役割を持ち仕事をしているが マットセンサーブザー音ですぐかけつけることを申しあわせた
１時間ごとの点滴確認が施行されず、責任の所在が曖昧であった。連続して3人の入院があった。 体位による点滴落下の変化に注意し、観察する。 １時間ごとの点滴確認をタイマーを利用する。
母親（家族）へ滴下速度について説明する。
認知障害

・業務手順
観察不足 確認不足 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

・使用後の針は、医師から磁石で受け取り、そのままテープの上にのせ上から密封するよう業務
手順を改善。
特に重要な薬品はつなげたあと異常ないか確実に観察していくように、タイムテーブルにかいてい
く。

確認不足

処方時、その内容を十分確認する。

・サブパックＢの開通後ダブルチェックせずにつないでおり、基本的原則を厳守していなかったこ
と。 ・訪室時にサブパックＢの開通の確認が不十分であったこと。

・開通までダブルチェックの徹底をする。 ・訪室時、開通しているかの確認をする。

中咽頭ガンにて麻薬多量使用中だった。病状上、転倒する可能性はあった。病棟外は車椅子に
ての移動だった。病棟内での対策を立てておく必要があった。

・移動時はナースコールするように患者に説明した。 ・夜間の排尿はベッドサイドでするように説
明した。

１．輸液準備の際に使用する薬剤が多く確認と時間を要する作業が夜勤帯だったこと。 ２．点内 １．内容の多い１日１回の交換でよい輸液交換は日勤帯で行う。 ２．輸液混注する薬剤は、一つ
混注の薬剤が追加でオーダされており、輸液の伝票とは別にカートで上がってきていたこと。 ３． のカートにまとめておく。（他の抗生剤等とは別にする。） ３．マニュアルに沿った確認作業を怠ら
マニュアルに沿った確認作業が徹底されていなかった。
ない。
１．フルカリックは小室にビタミン剤が入っている独特の形である。 ２．ダブルチェック時にも気づ １．フルカリックの場合は、ビタミン用小室、淡白用中室の２箇所を貫通させなければならないこと
かなかった。 ３．患者チェックの際、次の勤務者も気づかなかった。
を、改めて看護婦間で周知した。 ２．２箇所を貫通してから、貫通シールを貼る。 ３．患者の観察
の時は、点滴本体の状態も確認する。
観察不足

複数での確認

当日は化学療法の予定薬剤の中にプレドニンと同様の作用の点滴があったため、いつものプレド 注射を実施する時には日付、名前、薬剤名、方法、量、時間を確認・ダブルチェックする。反対
ニンは実施しないようになっていた。しかし、○月１０日準夜帯で○月１１日分として点滴がセットさ チームの患者に実施する場合は、患者が所属するチームの看護師にダブルチェックをしてもらう。
れていた。当事者看護師は早出帯で、注射をつめる係で深夜フリー看護師と共に注射をつめてい
た。深夜ＮＳから今回の点滴のダブルチェックを求められ、日付を確認せずサインを行い点滴は混
注された。実際に患者に実施するとき他チームであり患者の状況は詳しく知らなかった。ダブル
チェックは反対チーム（患者は所属する）ＮＳと行ったが、日付を確認せずそのまま実施。（朝点滴
がつめられたのを知っていたため）これらのことから、準夜帯、深夜帯、当事者、ダブルチェックし
た看護師が日付を確認していなかったこと、当事者看護師が朝点滴がつめられていたのを知って
いたことより、当日実施すると思い込んだこと、反対チームの患者で状況を理解していなかったこ
とが原因として挙げられる。
○月１３日１２時頃、外科入院中の患者に前日腹部エコー検査の追加指示のオーダーが出ていた １ エコー検査予約表は前日の日勤分が印刷されており 追加分をオーダリング画面で確認し忘 １ 朝検査開始時に検査予約表とオーダリング画面を照らし合わせる。 ２ 検査予約患者カルテ
のを確認をしていなかったために時刻を大幅に遅れて午前中の予約時間が午後になった。
れた。
をエコー室へ予め持参してもらう。
○月１４日の大腸ファイバー検査に使用するニフレックを誤って１３日に溶解した。患者様より検査 １４日の検査を１３日と思い込んでしまった。出棟検査ワークシートにも名前が載っており、思い込 カーデックスより指示をひろう際や薬剤を溶解する前には処方箋で日付を確認する。
は１４日と指摘され発覚した。 薬局に問い合わせ、冷蔵保存であれば溶解後４８時間以内は使 みが強化された。
用可であること確認する。冷蔵保存し１４日使用し検査無事に終了する。
○月14日午前中に、外来至急検査受付時の入力漏れ。院内測定セット項目のうち1つを見落とし 入力時多忙であった。
確認する。
た。「今診察しているのにどうしてくれるんだ」と医師からクレームあり。すぐ追加して報告したがそ
こから15分待たせた。
○月１５日から開始のバクトラミン９錠分三７日分の内服薬○月２２日で終了する予定が昼分まで 与薬忘れ
バクトラミンは分二や曜日指定で処方されることが多いため 分三処方のように普段と異なる処方
残っていた
内容の場合は線を引くなどして強調しておく
○月１５日から経管栄養が開始され、当初はリナレーン１缶２５０ｍｌであったが１０月１６日からは １缶の量を把握していなかった。 口頭指示を受け毎日転記していた。
医師に「１回量２００ｍｌ、５０ｍｌは捨てる」とコメントを入れてもらうようにする。
２００ｍｌにするように口頭指示を受けた。指示シートにはそのままリナレーン１缶と入力されていた
ため、看護師が「リナレーン２００ｍｌ・５０ｍｌを捨てて注入」と毎日手書きしていた。○月２１日夕方
指示書に「リナレーン２００ｍｌ」と書いたが「５０ｍｌ捨てる」を書き忘れたため２５０ｍｌ注入された。
○月15日勤帯で医師より翌日からバイアスピリン，パナルジン内服中止の指示がカルテ上で出さ 指示が複数のページに渡っている可能性があるのに、前ページの指示の有無を確認し忘れてい 指示が複数のページに渡っている可能性を考慮して、前ページも必ず確認するようにする。 指示
れていた。指示が２ページに渡っていたが、後のページのみの指示をとり、前ページに書かれてい た。
だけでなく、医師のコメントの内容を把握し、なぜその指示が出されたのか根拠を理解する。
た内服中止指示を取り忘れていた。そのまま翌日の日勤帯で一日配薬され、朝分の内服をしてし
まった。そのことに、１６日の日勤帯の看護師が気づき医師に報告。処置など特に指示はなし。
○月１５日不穏時薬として、リスパダール液が指示表に記載され処方されていた。同日に、就寝薬 リスパダール液が指示表に記載されていたが処方されていなかったため、与薬できなかった。指 指示の出し方と処方箋のありようを精神科運営委員会で検討し、統一する。
としてリスパダール液２ｍｇが指示表に記載されたが処方がされていなかった。翌月○月１２日、リ 示表の確認ができていなかった。医師は不穏時薬を就寝時に使うと考えていたようだが、看護師
スパダール薬の変更があり、服用されていなかったことに気づいた。
は不穏時薬、就寝薬は別々に処方されるものと認識していた。他の医師はそのようにされている。
○月１６日（土）１４時内科入院のＡ氏（６９歳）が気管内挿管、人工呼吸器装着中であり、経験９ １．意識レベル清明で、抑制していなかった。 ２．挿管の必要性は理解しているが、軽度ＩＣＵせん １．必要性、重要性を何度も説明する。不快を慰め、我慢できていることを、ほめる。 ２．患者の
年、配属５年の看護師が担当していた。患者はレベル清明で、筆談でき、精神状態も落ち着いて 妄ぎみか、自分で挿入できるように思えてしまった。 ３．挿管による不快が強かった。
言葉をよく聴き、精神状態の変化に気づく。 ３．危険性があれば説明し、抑制を行う。
いた。そのため、抑制は行っていなかったが、突然自己抜管してしまった。後で自分で再挿入でき
るように思えたという。当直医により再挿管された。
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具体的内容
○月16日と17日のヘモグラム、生化の検査をオーダーし検査スピッツにラベルを貼った際、17日
の生化のラベルをヘモグラムのスピッツに、16日のヘモグラムのラベルを生化のスピッツに貼って
用意してしまっていた。患者名とスピッツのラベルの名前を確認し、実際に採血して検体をスピッツ
に分注する際、17日の生化のラベルを貼ってあるヘモグラムのスピッツに16日分のヘモグラムの
検体を注入して提出した。検査室からの連絡で間違いが発覚し、本人のものであることを確認して
ラベルを貼り替えた。
○月１７日（日）９時２５分朝のラウンドで訪室するとベッド側に座っている。本人、同室者より「転ん
だ」と訴えあり。ベッドに座ろうとしてすべった、何かにつまずいた感じがする。と訴えあり・ベッドの
タイヤが通路側に向いており、それにつまずいたかもと言っていたので、ベッドのタイヤは通路に
出ないようにした。転倒する際、腰部・臀部を打った。左手は受身を取っていたためか痛みがあ
る。腰部は内出血と痛みがありアドフォード１枚貼用した。腹部はソフトであり、腹部は打っていな
いと言うことだったが、念のため児心音聴取し、１３０ー１４０代であった。 ９時４５分 医師に報
告、１０時１０分廻診時医師が状態を診察。「お腹はっていないし、大丈夫」とＤｒより本人に言われ
ている。
○月１７日２１時マイスリー１０ｍｇ内服し、入眠していた。０：４５点滴ルートと膵管チューブを本人
が持っていたハサミで切断し、廊下をうろうろしていた。切断した点滴ルートより血液が逆流してい
た。その後、ベッドに座り、喫煙していた。本人へ問い掛けると、ニヤニヤしながら意味不明な発言
を繰り返していた。○月１０にマイスリー内服後も同様の状況になっていた。○月１７日より妻は付
き添いを中止していた。
○月１７日に翌日の点滴の準備した。そのうち一人の患者の緊急注射依頼分はカートで薬剤部か
ら上がってきていなかったため、在庫分から使用し、準備した。その際、カルベニン１グラムのとこ
ろ０．５グラムで準備してしまった。翌日１０時の注射は、確認・作成する看護師は気付かずそのま
ま使用。２０時の注射は確認した看護師が気付き、作成し直して使用した。患者には異常なかっ
た。
○月18日の内視鏡検査終了後（19時ごろ）検体（病理検査・細菌培養検査）を検査室へ提出した。
検査室は時間外で当直業務になっていた為、検体を検査室に置いて臨床検査技師に連絡せずに
いた。翌日、細菌培養の検体が室温で放置されたままになっていた為、培養検査が出来なくなっ
た。
○月１９日（火）１９：１０ 脳外科でＩＣＵ入室中の不穏のあるＡ氏（５０歳）を、経験６年、配属２年目
の看護師が担当していた。Ａラインが足背に挿入されていたが、下肢を激しく動かし、ルートが引っ
張られ、半分ほど抜去されてしまった。看護師は、針を全抜去後、圧迫止血し、医師へ報告した。

確認不足、思い込み

背景・要因

改善策
検査スピッツを作製する際貼り間違えないように注意する。 検体を注入する際にもラベルの日
付、種類、名前の確認。

病室のベッドのタイヤが通路側に出ていたため足が引っかかってしまった。

ベッドのタイヤを通路に出ないようにした。

○月１０日にマイスリー服用後、同様の症状が認められているが、その後の対策が検討されてい 妻が来院したため、当日は付き添いを許可した。服薬による影響を検討する。不要な薬剤は返品
なかった。情報を予防策に結びつける事ができていなかった。その他の判断の問題。
する。.

点滴伝票の確認不十分。休日であったため薬剤部からのカート搬送がなく、追加・変更に関して、 伝票と薬品のチェックは必ず声に出して確認すること。オーダー時間に間に合わなかった注射箋
より注意が必要であった。
について、病棟で看護師が準備するのではなく、薬剤部が対応出来ないものか提案する。

臨床検査は時間外業務の際、ＰＨＳに連絡するシステムになっている事も知っていた。しかし、検
査技師が不在であったが病理検査室が開いていた為、検体を提出し連絡をしなかった事は、当事
者の思い込みと判断ミスである。また、病理と培養検査の検体の保管方法においても知識不足で
あった事が要因となった。
１．不穏があり、針挿入部の安静が保てなかった。 ２．下肢を動かすうちに、点滴チューブが足元
で絡まってしまった。

時間外業務の連絡システムは院内でルール化されたシステムになっている為、ルールを守るこ
と。また、検体の保管方法に置いては臨床検査技師より正しい知識を得る事。今回のケースにお
いて検体の取り扱いについては、内視鏡の看護・業務手順に記載されていないため明確化してお
く。
１．挿入部の絆創膏固定をしっかり行う。 ２．チューブはループを作って抜けにくいように固定す
る。 ３．体動により、チューブが絡まってしまうときは、観察を密にする。 ４．体動激しい動きの時
は、下肢の抑制も検討する。

○月１９日９時から手術予定の患者。手術中に使用予定の血小板２０単位を準備していた。前日１ 主治医、麻酔科、看護師間の連絡が不十分であった。 主治医は指示簿に記載していなかった。
８日麻酔科医が病棟に来て「血小板は何時に準備できるか。」と聞かれ、「使用日の１０時頃。」と
返答した。血小板準備時間に合わせて手術時間が１１時頃に変更となった。 １９日主治医が病棟
に来て「血小板は昨日１８日の夕方に届いているのに何故手術時間が変更になっているのか。血
小板の使用期限が１２時から１３時であるから手術が１１時では困る。」と言われた。主治医は「事
前に看護師に前日夕方に準備できることを伝えた」と言うが、看護師には伝わっていなかった。至
急手術室及び麻酔科に連絡し、９時に手術室入室となった。なお、術前にリカバリーで血小板輸
血するもデータ不良のため、手術延期となった。
○月１日Ｄｒの指示にてＭＡＰ２ｕ開始。バイタル問題なく終了し末梢ロックした。その後輸血パック 忙しさ
を医療廃棄物入れに捨てる。○月１４日事務が概算を出している時、血液製剤使用報告用紙に
ロットナンバーの貼付してない事に気付き、ロットナンバーを貼付せずに捨ててしまった事に気付
いた。
○月２０日デュロテップ２枚返却した際貼り終えたテープは薬剤師と確認するが、伝票の控えも
伝票を病棟保管することを忘れていた。
らってくるのを忘れた。２９日使用済みの伝票が提出されていないと薬局から連絡を受ける。
○月20日腹部エコーのため昼食が欠食で定期インスリン中止の患者様に対して、血糖測定後、定 前日に患者様に対して検査オリエンテーションがなされていなく、患者様がインスリンを打たない
期インスリンを皮下注した。
事を知らなかった。また、検査のため欠食、インスリン中止の旨をリーダー看護師、部屋もちの看
護師しかしらなかった。血糖測定とインスリンの皮下注はそれ以外の看護師が行っていた。
○月２０日分一朝食後リンデロン内服を３錠のところ１錠しか与薬していなかった
カルテ処方箋の確認不足
○月２１日（木） 経験１１年、配属６ヶ月の看護師が脳外科入院中の手術後の患者に医師より口 １．口頭指示でメモをしなかった。 ２．施行前に必要な吸入液かどうか考えることをしなかった。
頭で、デカドロン吸入の指示を受けた。看護師は用意の段階でボスミンと思い違いをして、ボスミ
ンの吸入を施行した。実施後の記録の段階で気づき医師へ報告した。患者に症状の変化はみら
れなかった。
１０月２１日、２３時４５分に持続点滴の確認に訪室したところ、２時に終了予定の点滴が終わって 坐位時に点滴速度を調節。臥床後の点滴調節の確認が不十分であった。
いるのを発見。患者さんは就眠中であった。
○月21日から23日ソルメドロール１ｇ×3日間のステロイドパス療法施行の患者。そのためデカドロ 確認不足。
ン８錠2×内服していたが○月22、23中止の指示が出ていた。毎回投薬していたため看護師より
セッテング変更依頼され完了の返事をした。しかし、本日（○月２２日）看護師が夕食後薬を渡しに
行った時、デカドロン4錠入っている事に気付き、デカドロンが中止になっていなかったことを指摘さ
れる。
○月２１日午前０時１５分、ナースコールが鳴り訪室すると、他患（同室の）がベッドサイドに立って もともと不眠で、何を飲んでも効かないと患者本人から直接聞いていた。眠剤を自己管理して、１
おり患者本人はベッドに横になっていた。発見した同室患者から、大きな音がして行ってみたら
錠では効かないと言われ、２錠飲んでもいいですかと効かれ、主治医に確認をせず内服させてし
ベッドの下に落ちており、ベッドにもたれた状態だったとの事であった。もともと不眠の患者さんで、 まった。２錠飲んだら眠れるのでは、という勝手な思い込みで許可してしまった。また、関節痛があ
○月１７日からマイスリー（５ｍｇ）を自己管理で内服中で、本日患者さんより「昨日１錠飲んでも全 り、鎮痛剤（生薬）を使用していた事、眠剤が効きすぎてしまったことなどに注意が行かず、自己判
然きかなかったので、今日２錠飲んでもいいかしら」といわれ、いいですよと返答した経緯あり。発 断してしまった事が一番の要因であったと思われる。
見時ややもうろうとした状態ではあるが、質問には返答でき痛みや気分不快の訴えなく、血圧も問
題なく、身体の損傷見られず、すぐに主治医・師長へ報告。モニター監視開始し何か変化あれば
報告すると言うことで経過を見て行くこととなった。 ２０時にマイスリー（５ｍｇ）２錠内服し、２１時
にトイレ行った時は問題なかった。
○月２２日（金）１５：３０ 整形外科入院中の右足関節手術後のＡ氏（７１歳）の左右上肢にエラス １ １本のスタンドに左右両方のボトルを吊るしていたために、左右がわかりにくかった。 ２ 確認
ター針が挿入中であった。医師より１本のルートは持続し、他の１本はへパリンロックするよう指示 が不十分であった。 ３ 手術後の処置で忙しかったため、集中力がおろそかになっていた。
が出た。経験６年配属６ヶ月の看護師は、先に空になったボトルの方をへパリンロックするつもりで
あったが、１本の点滴スタンドに左右両方の点滴ボトルを吊るしていたため、確認したつもりであっ
たが間違えて、逆のエラスター針をへパロックしてしまった。１８：００準夜勤務の看護師が気づい
き、訂正した。エラスターの閉塞はなく、患者の状態にも変化はなかった。

麻酔科医は、診察、面談は別の医師が行い、金曜日入院、土曜日・日曜日は休日で、月曜日は
主治医が休み、といった状況であり、患者の充分な観察・連絡が各々出来ていなかった。医師と
看護師の連携、医師と医師との連携を円滑に行う。 麻酔科医の面談と診察は、同一の医師が行
う。 責任の所在が不明確である。 医師は指示簿に記入を行うこと。
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徹底

麻薬の取り扱い手順を確認する。
部屋持ち看護師が、その日担当している患者様が検査のため欠食やインスリン中止の指示があ
る場合、他のメンバーの看護師にその旨を伝える。
処方箋の確認を行う 違うチームへ行った場合は特に注意をする
１ 緊急時は口頭指示を受けるが、その場でメモを取り、施行前に必ずメモと確認する。 ２ 指示
が出たとき、患者の病状と薬液の関係を考える。
点滴が予定より遅れていたので早めに設定したが、その後の確認を早く行くべきであった。
セッテング時に複数で確認する。ダブルチェックする。

眠剤開始後の睡眠状況の確認と、薬剤与薬量の指示確認。いつもより多い量の眠剤内服してい
るため、訪室を頻繁にし入眠状況を確認。

１ 点滴ボトルは入室直後にわかりやすく点滴スタンドにつるす。 ２ 点滴ルートは挿入部からボ
トルまでしっかりルートを手でたどり確認する。
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具体的内容
○月２２日９時前、病棟ＮＳよりＴＥＬ連絡あり、“食事摂れずオイグルコン１、２５ｍｇ抜きたいが”と
のこと。パック内を確認したらオイグルコンは見つからず、処方にないはずのノルバスクが１錠混
入していた。他の残薬にはノルバスクは混入されていなかった。カセット内を確認したら他２錠混入
していた。 監査は、平常心でイライラもせず、慌ててもいなかった。 監査は、患者名、用法が正
確に印字されているか確認の後調剤者の確認メモを確認後２・３包を処方内容（力価、用量）に
従って一つ一つ照らし合わせ、その後、錠剤の色、数の確認と進めていくが、この過程で発生した
ものと思われる。
○月22日からリンデロンの内服薬が開始される予定であったが、内服のカーデックスを見落とし
○月22日朝の分がカルテポケットに入っていることを知らず患者に与薬し忘れた。次の日に発覚
した為 1日１６T内服しなければいけなかったが 夕に８Tしか内服出来ていなかった。患者様に
異常は見られず。主治医には上司が報告した。
○月22日深夜からの申し送りで前日の準夜が22時で更新する点滴をピーエヌツイン1号のところ
を誤って2号を開封してしまい、主治医に確認し開封したピーエヌツイン2号を更新したと申し送ら
れた。主治医に確認した際混注するヒューマリンRの単位はそのままでと申し送られた。点滴ワー
クシートには10時更新はピーエヌツイン1号に12単位混注と記載があり、記載どうりに混注し、更
新した。17時他の看護師がワークシートを見て、内分泌医師の指示ピーエヌツイン1号に対して
ヒューマリン8単位、2号には12単位であるが10時更新分が1号に対して12単位と記載されていると
指摘される。そこで間違いに気付き内分泌科医師に報告し、様子観察する。夕方の血糖値は１３０
であった。
○月２２日夕よりルプラック内服開始。準夜帯で薬局が閉まっていたので○月２２日夕、１０月２３
日朝は他の患者の内服薬から一時的に借用し与薬。しかし、０．５錠のところ１錠を与薬していた。
患者の尿量など症状に変化はなかった。
○月23日16時分の輸液準備する際に、○/22の16時分と○/23の0時分のドパストンが残っている
ことに気づく。
○月23日の退院時退院処方薬（フルセミドとアルダクトン）のみ渡し以前に処方されていた薬（利
尿剤と軟膏）を渡すのを忘れた。次回外来までの薬が2日分不足すると母より連絡を受けた。
○月２３日より内服薬のザンタック錠が開始となっていた。しかし、実際には患者様に内服薬が
渡っていたのみで内服はされておらず２日間未内服のままであった。２５日の昼頃全く内服されて
いない状態の薬袋・内服薬が発見される。
○月２５日１２時２本目のＤＩＶが終わり３本目にきりかえる為、ラクテックＧ５００ｍｌ単身でいく予定
であったが、４本目と一緒になっていたアドナ、トラサミンの混注物をラクテックＧを手に取った時、
一緒に持ってしまい混注するものと思い込んでしまった。混注前にダブルチェックをしたが、そのま
ま気付かずＤＩＶしていた。１６時頃患者様の部屋に行き自分自身の実施したＤＩＶをチェックしたと
ころ混注がないＤＩＶに混注していた事に気が付き、師長へ報告した。患者様の名前・種類だけで
なく混注の有無のチェックが不十分であった。
○月２５日２１時ソリタＴ３の点滴を８時間で滴下すべき患者に、１時間半で滴下終了してしまった。
患者のナースコールで事実に気づいた。滴下を毎分１６滴に合わせ、３０秒間だけ確認した。滴下
が少し悪いと思ったが、刺入部は腫脹なく、発赤なく、漏れもなかったが、腕の屈曲や角度、ルート
挿入の逆血確認はできていなかった。その後、忙しく滴下確認に行けなかった。主治医に報告、患
者には異常なく、持続点滴を続けて施行、８時間滴下とした。
○月２７日１０時ごろメンバーより「検査科からＡさんの輸血の使用状況の問い合わせがあったが
輸血伝票がみあたらない」と報告を受けた。その為Ａさんのカルテ、ナースカルテ、ＸーＰの袋など
を再度探すも見当たらず他の患者様のカルテ等を探したが見つからなかった。３日前まで同姓の
患者様（Ｂさん）が入室していた事を思い出し、間違えてファイリングした可能性があると考え病棟
に調べに行った所Ｂさんのカルテ内からＡさんの輸血伝票を発見した。（入室中は同姓の患者な
ので誤薬等のないよう、わざとベッドを離しカルテ入れの棚にも”同姓注意”と書いてあった。）
○月２７日１３時２０分ごろ、腹部エコー室より電話あり、経験年数２０年目の看護師が電話を受け
た。内科入院のＡさん（４５歳）の「カルテが来ているが、検査の予約が入っていません」と指摘され
た。検査簿を確認すると、腹部エコー予定で記載があり、検査延食をしていた。医師の指示簿に
は、２８日の予定になっていた。
○月２７日８時頃アシノンカプセル２８錠処方のところ２７錠しかなかった。経験年数１７年目の薬
剤師が監査時に１錠入れ忘れた。病棟で看護師が気づいて患者様に問題は生じなかった。
○月２８日よりワークミン１錠アスパラ２錠分一朝で開始の予定であったが整理箱に入ったまま与
薬できていなかった
○月２８日日勤帯での配薬時、本来、アマリール朝Ｐ０．５錠であるところを、３Ｐと間違えて配薬し
た。準夜看護師が内服確認後、朝Ｐではないかと思い、深夜出勤時、確認にて配薬ミスが判明。
当直医師に報告、患者異常なし、様子観察となる。
○月29日、深夜勤務帯の１時半頃に朝の内服の準備をしていた。当患者は、既往にリウマチがあ
り、甲状腺の手術をしたこともあり、プレドニンを隔日朝２錠で内服されていた。手術当日は内服さ
れず、術後のコントロール不良のためにもプレドニンカバーが処方されていた。そのプレドニンを準
備しているとき、ナースコールがあり、対応し、戻ってから続きをした。私はその日プレドニンを朝に
１錠準備した。朝になり、内服を配り、患者に与薬した。同日の準夜勤務帯で内服を配ろうとしたと
きに、薬が無いことに気付き、朝に配薬したプレドニン１錠は夕食後に飲んでもらう分だったという
間違いに気付いた。
○月29日右人工骨頭置換術の手術後感染のため翌月○月17日洗浄手術となった。手術前から
抗菌薬を1日2回行っていたが、手術当日の朝のものは施行しておらず手術直前に主治医に指摘
され発見された。
○月2日9時45分頃家族（兄）面会中。医師4名看護師Ａ1名いる看護室へ患者の兄が「患者がうご
いてるんだ」と看護師Ａに訴えてきた。その後病室へ戻る。他看護師は他病室で処置中。看護師Ａ
はナースコール2併対応。問い合わせＴＥＬ対応中であった。1回目は兄が訴えた際看護師Ａは他
患者のナースコール対応をしており転倒患者様本人には兄が付き添っていたためまずナースコー
ルの対応を行っていた。2回目同内容で兄が看護室までやってきた。その直後病室で患者本人が
ベッド柵を乗り越え点滴台ごと転倒。

背景・要因
改善策
カセット内に他剤が混入していたこと。 病棟より、使用せず戻ってきた薬剤は再利用することもあ 病棟より返却された錠剤は装置ビン又はカセットには戻さないことを科全体で確認した。 ＜充填
るが、カセット内には入れないことになっている。何故？何時？誰が？ということが不明。
時の確認事項＞ ヒートから取り外した錠剤名と表示装置ビンとの照合又は表示カセットとの照合
支配バラ錠名と表示装置ビンとの照合叉は表示カセットとの照合 上記３項目を再確認、徹底す
る。

勤務前に内服カーデックスを確認したが 見落とした。紙面上の申し送りもなく注意しなかった。カ 内服カーデックス カルテを確実に見ていく。コメントも注意していく。カルテのポケットに入れる際
ルテのポケットに入れてあることが通常ないため わかりにくかった。
紙面上にも記入して申し送りを行う。
高カロリー輸液の内容にに対してインスリンの単位の指示が出ていることに対して認識が薄かっ
た。ワークシートで自分の更新分しか注意してみていなかった。

高カロリー輸液はそのカロリーに対して混注するインスリンの単位の指示が出ていることを意識し
点滴を詰め更新する。自分が点滴更新時何をいつつないだかほかのひとも分るように5号紙に必
ず記載する。

業務手順・ルール・チェックの仕組みの問題点

夜間の与薬についての手順の再確認

処方箋の記入方法が普段と異なっていた。（本体・点内の順の記入が逆になっていた）

同じ点内に入れる薬品は、枠で囲む。 医師に処方箋記入方法を統一してもらう。

退院処方された薬だけ渡せば良いと思っていた。又同時刻の入院受け入れと退院対応を自分で
行ない対応不足となった。
患者様の現状での内服自己管理能力のアセスメント不足。 各勤務での患者様への内服の確
認、声かけの不足。
確認不足

次回外来まで薬が充分足りるか医師に確認し自らも薬包数を確認する。児にとって重要な薬であ
ることをしっかり認識する。処方された薬にはコストを支払われていることを考える。
患者様の理解力を判断した上で確薬箱へのセットをし、その旨を患者様に伝えた。また、カルテの
ケア表への記載を確実にする。カンファレンスではスタッフに対しインシデントが起きたこと、その
要因と各患者様への内服などの確認について再度チェックしてもらう。
マニュアル遵守

患者の腕を伸ばした状態で、点滴の状態を確認するべきであった。 忙しかったこともある。

理論的に物事を考えながら仕事をするよう注意した。

確認不足

複数での確認

１．検査指示簿の日付を間違えた。

１ 検査指示簿のダブルチェックを行う。

１ 分包時のロスの切り間違い。

１ 再度確認。

整理箱のチェックミス

カルテ整理時に追加変更等は常にチェックするよう心掛ける

確認漏れ。基本的な確認事項を見落とした。

当日受け持つ患者の処置に責任を持つこと。配薬する目的、作用を確認し、行動に移すこと。基
本的な確認を怠らないこと。以上、指導した。

準備途中にナースコールがあり、その場を離れたとき、再度確認ができていなかった。内服薬の 内服袋の確認、薬を出したときにその薬と内服袋が合っているかどうかの確認、内服を用意したと
確認が十分にできていなかった。プレドニンという薬が何のために飲んでいて、なぜ増量になって きに再度袋と合っているかどうかの確認をしていくようにする。また、見たことのない薬に関して
いるかなどについての意識が欠けていた。
は、カルテ・ＰＣ等指示に戻って確認するようにする。日にち、時間、名前、薬名、量を再度確認し、
配薬するようにする。その薬が何のために飲まれているかを確認してから与薬する。

手術当日に転室があり、チームが変わった。 術前の点滴の場所に準備されていなかった。 術
前指示には記載されていなかった。

施行されていることを出来る限り把握する。 感染を起こしているので、抗菌薬はどのように使わ
れているのか把握するようにする。

患者要因

人員確保
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具体的内容
○月2日9時45分頃患者様の兄の付き添い中、トイレに行きたいと歩行し転倒。患者の兄より「患
者が倒れた」との報告あり。その時他のスタッフは他の病室で処置中であった。ナースステーショ
ンにいた医師、看護師が訪室した所ベッドサイドで患者が倒れていたとのことであった。兄によると
患者はトイレに行こうとして歩行し、転倒してしまったとの事であった。転倒直後バイタルサインは
問題なかったとの事。その場にいた医師の指示で頭部ＣＴ施行されるも頭ＣＴ上問題なしとの事で
あった。
○月２日にチューブを挿入していた。患者への説明、理解もできていたおり、A号室に収容し観察
していた。A号室より声が聞こえたため訪室すると、「引いたら抜けてしまった。」といわれ自己抜去
していた。
○月２日の第一土曜日（休診日）に、予約票を持った患者が受診した。よく見ると○月１２日だった
が、○／２に見えた。患者は前日に電話で確認していた。
○月３０日、午前６時に受け持ち患者の採血をした。採血用スピッツは、他の看護師が用意してく
れた。その際に、１人分のスピッツを再オーダーしてもらったが、同患者のものが２つ用意されてい
た。その後、用意してもらったスピッツを確認していなかった。実際に採血する際には、患者氏名を
確認しながら行っていたが、最後の１人の時には、その人のスピッツであると思い込み、実際は採
血する必要のない人の採血をしてしまった。それにより、同患者の採血スピッツを２検体分検査科
に送ってしまった。検体を送る際にも、再チェックは行っていなかった。 ９時ごろ、検査科から連絡
があり、ミスに気が付いた。 新しく、その患者の採血を提出するという対処をした。
○月31日、翌月○月1日2日間の輸血（MAP）指示があった。通常2日間の指示時は、病棟控えを
病棟へ残し、他の伝票は血液管理室へ返却するシステムになっている。しかし31日終了後輸血伝
票が全て返却されており、翌月○月1日分の指示があることに気がつかなかった。血液管理室より
「1日分の指示がある」と電話連絡を受けた。 主治医へ確認すると「輸血をとっておいて」と言われ
た。看護師はスタンバイの意味と思い、血液管理室へ本日分中止と伝えた。同日一般病棟転棟の
際、再度主治医へ確認し本日施行しなければならないと指摘を受けた。病棟転棟後輸血は実施さ
れた。
○月３１日１２時１０分に本人自身から転倒したことを報告される。シルバーカーを押そうとしてつ
まずいたとの事。
○月３１日２１時３０分、生食１００ｍｌ、オメガシン１本が終了、次の５％ブドウ糖５００ｍｌ、アラセ
ナー１本に接続した。この時、点滴セットのルート内が滴下球より下で、液を満たすために本体
ルートより側管ルートに液を流した。この際、本体を全開にした。点滴施行中、アラセナーのルート
滴数の調整はしたが、本体の確認はしなかった。０時２０分、訪室時、本体が空になっていること
に気付いた。患者は睡眠中で、主治医に連絡、夜間ロックするよう指示あり。患者異常なし。
○月３１日ガスター止め翌月○月１日タケプロン開始の指示 ○月１日に指示受けするが○」月３
１日の記入横に止めがしてあり気付かず与薬する
○月３日１８時頃 外科入院のＡ氏（６１歳）を経験５年配属３年の看護師が受け持っていた。患者
は不穏があったが、落ち着き入眠し始めたため、安眠できるよう抑制をはずした。患者は覚醒時、
Ａラインを自己抜去してしまった。看護師は、圧迫止血後、医師へ報告した。
○月３日環境整備時患者の部屋のゴミ袋に○月２日１８：００の内服されていなければならないMS
コンチン（１０）２錠が内服されずに捨てられていることに気づく。患者に内服されたかの確認をす
ると、飲んでいないとのこと。リーダーに内服されていなかったことを報告する。
○月４日６時３０分頃内科病棟に入院中のＡ氏（７５歳）が中心静脈のカテーテルをひっぱり縫合し
てある部位のカテーテルが切断しているのを経験１６年目の看護師が発見した。右半身不随麻痺
あり左手で引っ張った様子。夜間に尿道バルンカテーテルの不快感を訴えていた。３０分前に訪
床した時には睡眠中であった。発見が早く出血もなくＶＳも異常なかった。
○月4日からラシックス・アルダクトンの内服が自己管理で開始になっていたが５日の分の内服を
忘れ６日分はアルダクトンしか内服していなかった。６日の午前の検温時に内服したかどうか患者
に問うと飲んだと言われたため薬自体は確認しなかったが、尿量が少なく薬の残薬を確認すると
残数がばらついており内服していないことを発見した。
○月４日の時間外に、Ａ階入院中の患者の吸入薬を調剤した際に、誤ってＢ階入院中の患者の
吸入薬用のラベルを貼付した。監査者はラベルの氏名の誤りを見過ごし、Ａ階入院中の患者様の
処方せん控えと共に、吸入薬をＡ階病棟へ払出した。
○月５日（火） 内科入院のＡ氏（６１歳）の深夜の受け持ち看護師（経験２年、配属６ヶ月）が８：０
０にインシュリンの持続注入用シリンジポンプの残量確認のブザーが鳴り、ブザー停止ボタンを押
した。その後開始ボタンを押すのを忘れていた。日勤の看護師（経験１０年、配属４年）は申し送り
時２人の看護師で行うべき、シリンジポンプのＷチェックを行わず、その後の患者チェック時も気づ
かなかった。１４：３０にシリンジポンプが停止していることに気づいた。血糖検査の結果値に大き
な変動なく、追加の処置等は行われなかった。
○月５日に退院処方で神経内科からザイロリック２錠分２、整形外科からザイロリック１錠分１で処
方されたが、重複に気づかずそのまま与薬してしまった。○月２１日に再入院時の服薬指導でも
見落とてしまい、○月２９日まで発見が遅れた。患者への影響は用法用量内であるため、特にな
かった。
○月５日より朝の注入中止の指示が出ていたのに気付かず施行してしまう。申し送り時間違いに
気付き中止するも、１００ｃｃ既に入っていた。
○月5日手術オリエンテーションを行う際、手術のホワイトボードをみて左右どちらか判断し、説明
用紙に左と印をつける。説明の際患者は二回目の手術であり、内容もある程度理解していた為、
時間と前処置など簡単に流れを説明した。その際本人に左右の確認はしなかった。手術当日、本
人より、右であると指摘を受け、前処置から間違いなく点眼する事ができた。
○月６日、日勤帯で主治医より○月７日よりインスリン薬液変更指示あり。夕食前インスリンのこと
を考えず、薬液を交換、○月６日までのインスリンをかたずけていた。１８時にそのことを思い出し
準夜へ報告あり。○月７日より指示されたインスリン摂取したことにきずいた。

背景・要因

改善策

患者要因

観察の徹底

挿入してから３日目、理解できていると安心していた。

整形外科での骨折入院。 その後腹部症状があり、胃管挿入となった。精神的動揺、年齢など考
慮しても抜去予測は考えられた。

予約票の日付がわかりにくかった。

日付は○／１２と書かずに○月１２日と書くようにする。

採血スピッツを自分で用意しなかった。他の人がしてくれた場合でも、自分で確認することができ
ていなかった。 実際に採血をする際に、患者名とスピッツを確認していなかった。

採血のオーダーは、必ずＨＩＳで確認する。 採血を実際にする場合には、患者名とスピッツを必ず
確認する。 思い込みをすることなく、間違っているかもしれないという気持ちで、確認を徹底して
いく。

・連絡・報告システムの不備 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点

・伝票の流れを理解する。 ・伝票を自分で確認する。 ・口頭による指示受けは行わず、指示簿に
記載するよう依頼する。

ベット回りの環境整備不備

環境整備し、転倒を引き起こす危険要素を排除する。そして、訪室回数を増やす。

訪室時に残量チェックをしていたが、滴数チェックはしていなかった。

ルートを満たした時点で本体を「全開」から「閉じ」にすること。訪室時のチェックを忘れないこと。

再確認すべき

胃薬が重複する場合は再確認する

１．入眠したため、安眠できるように、抑制をはずした。 ２．覚醒時には再度抑制を行う予定で
あったが覚醒してＡラインを触っているのに気づくのが遅れた。

１．Ａラインの固定をしっかり行い包帯などで保護する。 ２．患者様の状況に応じた抑制を行う。
３．観察を密にし、早期に発見する。

○月２日１８：００にMSコンチンを内服するように患者のところに持っていったが、患者が内服され 麻薬などの確実に内服されなければいけない薬は患者が確実にその薬を飲むまでの確認が必要
るまでの確認をしていなかったと考えられる。
と考える。
１ 中心静脈挿入不快があった。 ２ 不穏あり。 ３ 化学療法後の脳梗塞合併、半身不全麻痺
言語障害ありコミニュケーションが取りにくかった。

１、カテーテルの固定方法を工夫する。 ２、訪室回数を増やす。 ３、家族に病状説明をし家族の
協力を得る。

術前内服薬は自己管理できていたため術後も本人管理となっていたが内服できていたかの確認 自己管理が出来るだろうと判断した患者に対しても内服の確認、残数の確認を行っていく。
を怠ったため内服していなかったことに気づかなかった。
時間外で処方せんが集中する時間帯であった。／確認が不十分であった。管理が不十分だった。 調剤、監査の際には、薬袋およびラベルに記載されている患者様の氏名を確実に確認するよう、
多忙であった。
再度徹底する。不要となったラベルは、速やかに廃棄するよう徹底する。.
１．ブザー停止後再開のためのボタンを押し忘れた。 ２．看護師２名で行うＷチェックが行われて １．シリンジポンプの停止、開始は施行後、指差し確認を行う。 ２．申し送り時のＷチェックを徹底
いなかった。
する。 ３．Ｗチェック後、２人でチェックリストにサインする。 ４．師長、主任が定期的にチェックリ
ストを確認する。

薬歴の確認不足 同一日の処方は前回処方に表示されないため、システム上の問題 医師が
薬歴管理の徹底と、システムの改善を要求
オーダーするときに重複投与の場合は､警告が発せられるが、それを見落とした医師の確認不足
指示変更に気が付かなかった。イリルボトルに中止の表示がされていない。

中止なら、中止とわかるよう明示する。（イルリボトル・患者のベッドサイドに）

ホワイトボード、指示書、の両方を照らしあわせなかった。本人にも確認しなかった。

手術する側（左右）はホワイトボード、指示書、本人の訴え全てがあっていること確認する。

翌日からのインスリン変更であったのに薬液を交換してしまっていたこと。インスリンの種類の確
認が不十分であった。

準備しておくならば、今までのインスリンと新しいインスリンとを見せて申し送り、○月６日夕方のイ
ンスリン終了後に交換するよう伝えるべきであった。基本に戻って薬液の３回確認を確実にする。
フレックスペン全体に色がついていると、間違いにも気付きやすい。また、眼の見えにくい患者にも
わかりやすい。
外泊される患者の準備時は何が必要であるか考えて行う。患者、家族にも確認してもらう。

○月６日の１６時に患者が外泊に出かけられた。７日の深夜業務に入った時に患者に外泊時の内 確認不足
服薬を渡し忘れた事に気づいた。６日の夕は残薬が自宅にあったのでそれを服用し、７日の朝の
分は家族が取りに来てくれたので服用する事ができた。
１０月６日昼食の食事に主食が載っていなかったことを患者本人が発見し、病棟看護師に報告し １ 配膳直前には、給食調理員による配膳チェック時に見落とした。
た。

44

１ 配膳前の確認作業を行う。
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具体的内容
背景・要因
○月６日朝９時ごろ、薬剤師による服薬指導で、内科入院Ａ氏（８７歳）がワーファリン３ｍｇを朝の １ 自己管理出来る患者様と判断して内服薬を手渡した。 ２ 内服確認をしなかった。
み服用するところ、前日に朝３ｍｇ、夕３ｍｇ服用していたことがわかった。○月５日朝経験年数７
年目の看護師が内服薬を自己管理している患者だったので２日分を説明して手渡していた。
○月６日夕方の錠剤を配薬のため、シートから切る際に、１錠づつにしてしまった。２日間誤りに気 思い込み、確認不足。錠数、日数が一致しているのか確認が不十分であった。
付かず３日目に２錠余ることに他の看護師が気付き、指摘された。患者には異常なし。
○月７日（木）２２時頃外科入院で甲状腺の手術後のＡ氏（６４歳）が気管内挿管、人工呼吸器装 １ ドルミカムで鎮静中であったが、うとうとする程度であり、自己抜管のリスクはあったが、抑制の
着中であった。経験年数４年、配属１年の看護師が担当していた。ドルミカムにて鎮静中、四肢抑 結びが緩く、手が抜けてしまった。
制されていたが、抑制の結びが緩く、手が抜けてしまい気管内チューブを自己抜管してしまった。
すぐ酸素マスク着用し、医師に報告、デカドロン吸入、ソルコーテフ注入を行った。患者は気道浮
腫等起こすことなく、病状経過は順調であった。
○月７日、内科入院の５２歳男性の糖尿病患者Ａ氏が、転院してきた。経験年数３０年８ヶ月の看 １ 不眠時の指示が明確でなかった。 ２ 他院からの情報が間違えて記載されていた。 ３ 医師
護師が、他院の退院時処方にレンドルミンと記されていた為レンドルミンを渡した。その後確認す への確認をしなかった。
ると、エバミールを本人が持っており、薬剤の間違いに気づいた。
○月７日、末梢持続点滴留置中（エフオーワイ投与中）の患者のセット交換時、エフオーワイ投与 準備した看護師の知識不足。
中であるにもかかわらず、準備されてあったシェアプラグポンプ用輸液セットを接続してしまった。
１０日、別の看護師が発見し、医師に報告。止血データは改善傾向で、患者に異常はなかった。
○月７日１６時頃、出血時間検査に検査室に来た患者様を経験年数６ヶ月の臨床検査技師が２回 １ 患者本人に名前を名乗って貰わなかった
呼んで確認後検査を実施した。その後再度確認した時、患者様間違いに気付いた。
○月７日２２時３０分にインスリンを持続注入している患者の指示を○月８日から変更したとの事 確認不足 判断間違い
で、新しく出力した指示シートを２２時３０分に医師が持参した。○月８日の指示シートは２２時に出
力したところであったので、医師が持ってきたものと同じ物であると判断して、医師が持ってきた指
示シートを処分してしまった。結果インスリンの指示が○月７日までの指示の通りに施行してしまっ
た。○月８日に医師から指示シートが違う事を指摘され間違いに気づいた。
○月7日急性脳梗塞症にて入院。翌日８日からHBOの指示がでる。 看護師が高気圧酸素依頼表 ・医師による高気圧酸素依頼表の指示が、明確に書かれていない。 ・高気圧酸素依頼表に記入
を持って、HBO担当看護師に渡したが、きちんと書かれていなかった。 この時、担当看護師は9 がないのに確認の作業を怠っている。 ・第一担当者が休む場合の第二担当者が明確に示され
日は休みますがどうしますかと医師に確認をとると、『まあ、いいよ』との返事があった。次の日の ていない。 ・第二担当者が希にしか担当しないため、その訓練がなされていない。
日曜日と次の日の祭日は指示がなく、結局、3日間実施していなかった。 翌日から2日間実施し
た。 以前にも、高気圧酸素依頼表がきちんと書かれていなかった時、医師に連絡すると救急時
のHBOをどこまでしていいかわからないので、そちらで決めてくれと言われたことがあった為、依頼
表記載については確認していない。 尚、休日実施する場合はカルテに記載することになってい
る。 （発生から7日間は救急扱いである為、7日から13日までが救急扱いとなる） HBO治療を開
始して、3日も休んで効果があるのかと、患者からクレームが来た。
○月９日、日勤で当患者の内服薬変更の指示があった。それまで飲んでいたアーチスト、アムロジ 思い込みと確認漏れ。
ンを９日で中止し、１０日からはメインテートの内服開始というものであった。メインテートが薬局か
ら届いたため薬をさばき患者に渡したが、アーチスチ・アムロジンは他の薬と共に一包包装になっ
ており、薬袋には「アーチスト・アムロジン中止」と記入したが、その中から薬を引き上げることが出
来ていなかった。１０日準夜の看護師が、アーチスト・アムロジンが残っていることに気付いた。患
者は１０日朝食後、アーチスト、アムロジン及びメインテートを内服したことになった。その後、薬袋
を引き上げ、アーチスト・アムロジン以外の薬を患者に渡した。患者の血圧は変動なく、主治医に
報告の上、経過観察となった。
○月９日から１１日までの間、２泊３日の外泊患者。８日に薬を準備した。デカドロン６錠内服中で 思い込み。確認不十分。
あるが、この薬だけ１回配薬と思い込み、日付を合わせ用意した。○月９日の分のデカドロン６錠
は前日に既に１日配薬のため、本人に渡されており、１０日、１１日の分を用意するべきであった
が、一日分しか用意しなかった。○月１１日朝、患者本人が薬のないことに気付いたが、本日夕方
帰院のため病院には連絡されず、帰院されてから本人の申し出により発覚した。直ぐに主治医に
連絡し、その時点で内服指示を受け、内服してもらった。患者には異常なし。
○月9日からフルカリック１号903mlからフルカリック3号1103mlへ変更。注射指示書には時間60滴 医師の注射指示書の入力ミス、看護師の確認の甘さが考えられる。
で18.3時間で滴下となっていた。10日となり、２時に更新予定であり残量が200ml以上あり、おかし
いと思い主治医当直だったため確認し発覚した。
１０歳の患者のクラリスドライシロップの用量を４００ｍｇとするところを１００ｍｇとオーダーした
労働体制の問題
１０時、患者にファーストシン１グラムバック側管投与の指示があり、深夜の処置担当看護師が作 施行の際、ラベルと点滴バッグを確認して投与したが、作成後のものと作成前のものとでは色が
成した点滴を行うが、患者確認、薬品確認は行ったが、ファーストシンを溶解していないことに気付 異なることは分かっていたが、それでも気付かなかった。
かず、１００ミリリットルのみを投与した。終了後に気付き、主治医に報告、作成しなおしたものを施
行した。患者には異常なかった。
１０時３０分予約の患者様に、胸部ＸーＰと採血の指示があり、予約時間も遅れていたため、診察 ＰＣ入力時、履歴のある患者様は履歴から検査・画像を持ってくるよう外科外来で約束していた
前にとってもらおうと思い、ＰＣから新たにＸーＰと採血を入力し、ＰＣ画面、レスプリを確認しないま が、新規から入力してしまった。ＰＣ画面、レスプリ、貼用時内容を確認しなかった。
まカルテに貼ってしまった。待合室に患者様がいなかったため、外来受付に患者様が戻ったら検
査に行ってもらうように頼んだ。１０時５８分に腹部ＸーＰを撮影し、採血をし外来に戻った。１２時に
Ｄｒの診察時に先ほど撮ったＸーＰを出したところ、ＸーＰが胸部でなくてはならないところ腹部ＸーＰ
であった。診察終了後、胸部ＸーＰをもう一度取り直しをして帰宅された。
10時45分頃、他病棟より転入されてきた患者。（7，11，17，21時）スライディングスケール使用し血 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
糖測定及びインスリン投与の指示が出ていた。患者に痴呆があったため離院防止対策などを行っ 点。
ているうちに、血糖測定を忘れてしまった。13時30分ころ気がつき、主治医へインスリン投与の指
示を受けた。
10時50分頃検温前に他看護師より中心静脈ラインが抜けかけていると報告を受ける。当日はこの 中心静脈ラインは、そけい部より挿入されており、患者の動きにより、自然に外れたものと思われ
ラインを抜き末梢静脈ラインに変更予定であったため、中心静脈ラインを抜くよう依頼したが、とり る。シーツ交換や他の患者の部屋移動も重なり患者の観察が、遅くなってしまった。また医師にど
あえず、固定をし、リハビリに連れていくように電話連絡をうけた。出血はなく、出ているラインを固 のくらいの長さが抜けているか、正確に伝えるべきであった。
定し、車椅子移乗し、リハビリへ以降としたが、リハビリ時にラインが抜ける危険あると他看護師か
ら指摘受け、リハビリは中止とし、病棟にいた主治医でない医師に、中心静脈ライン抜去を依頼し
た。
10時医師よりＰＶ抜去の指示があったためＰＶを抜去した際ＰＶのルートにつながっていた鎮痛ボト 知識不足。少しでも疑問に思ったことに対して誰にも相談しなかったため。
ルもいらないものだと思い込み一緒に破棄してしまった。その後翌日の２時に点滴を確認していた
際、おかしいことに気づき先輩看護師に相談し間違いに気づいた。その後、すぐに鎮痛ボトルをつ
ないだ。そして、先輩看護師と相談の結果9時に医師に報告した。
１０時から２４時間かけて生食５００ｍｌを持続点滴していた。１５時に訪室すると残量が４５０ｍｌあり 手首から点滴確保されており角度により滴下数が変化していた。 心不全の既往があることを知
予定より約１００ｍｌ多かったため２０ｍｌ／ｈで設定していたが滴下数を早めた。その後１７時３０分 らずに滴下を早めた。 自己判断で滴下数を早めた（当日担当ではなかった）。 滴下を早めた後
に残量を確認すると５０ｍｌ程度になっていた。医師に報告し、生食５００ｍｌを追加し時間２０ｍｌ／ｈ に確認していない。 滴下を早めたことを担当看護師やリーダーに報告していない。
で滴下するようにした。バイタルの変化はなかった。
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改善策
１ 患者様の把握を十分行う。 ２ ワーファリンなどの特殊薬は、病棟管理とし配薬する。
シートを切ったときは、総数が合ってるか、数え直すことを徹底するよう指導した。
１．抑制はしっかり固定する。 ２．頻回に観察し、ごそごそしている段階で発見、抜管を防ぐ。

１ 医師の指示を受けてて指示簿に記載してもらう。
エフオーワイはフィルターを通してはならない。フィルターを通してはいけない注射薬の種類を再確
認するように周知した。
１ マニュアルに従って患者に名前を名乗って貰う。
医師が持参した指示シートは破棄しない。破棄する時は同じである事を必ず確認する。

・HBOの所属は手術室であるため、高気圧酸素依頼表の提出は、手術室師長に提出する。 ・手
術室師長より第一担当者に高気圧酸素依頼表を渡し、業務を行う。（師長は第一担当者の休日が
把握できる） ・第一担当者が業務できない場合は、師長より第二担当者に連絡し依頼する。 ・基
本的に日曜祭日でも必要と医師が判断した場合は対応する。（患者の治療第一と考える）
・
医師は高気圧依頼表を正確に記入する。 ・記入例のマニュアルを作る。（パソコン上で出来るよ
うにする。将来的には、電子カルテにて予約とオーダーができ、依頼表が出力できるようにする）
・現在の第二担当者は業務的に難しい面もあり、ＭＥの方が担当できれば第一担当と連携してス
ムーズに業務を行えると考えられる。
指示変更があった場合、なぜそのようになったのか、患者の状態・治療内容を考える習慣を身に
付けるよう指導した。

患者に渡す時、患者といっしょに確認することで、より確実になる。 残数確認を徹底する。

指示取りじ確認の徹底、医師にも滴下量の確実な指示を出してもらう
患者の年齢に応じた薬用量をチェックするシステムの構築
確認の徹底を指導。

入力後はＰＣ画面、レスプリをきちんと確認すること。履歴のある患者様に対しては、新たに入力
せずＤｏで右画面に持ってくるように徹底する。

・病棟での基準通り時間処置にはタイマーをかける。・自分でできないと判断したら、他のスタッフ
へ処置を依頼する。
中心静脈ラインが抜けかけていたら、どの位の長さが抜けているか、医師に正確に伝え、その場
で対処すべきである。

少しでも疑問に思ったことはすぐに先輩看護師に相談する

残量が多いと気付いた時点で担当者やリーダーに相談する。 滴下を調整する時には、患者の情
報を確認してから行う。 師長が滴下を早めることの影響について教育を行った。
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具体的内容
10時からの化学療法の点滴がアクチットからヴィーンＦに変更になっていた。化学療法のミキシン
グは薬剤部にて行っていたが時間外に指示が変更になったことが伝わっておらず変更前のまま
だった。ラベルとワークシートはチェックしたが物とワークシートをチェックせずアクチットのままで
行ってしまった。医師に報告するもそのまま続行で良いとのこと。そのまま続行する。
10時から生食、ダカルバジンの点滴を側管から開始する。開始直後刺入部疼痛の訴えあり。滴下
速度遅くすると疼痛消失する。刺入部腫脹、発赤なし。点滴が3分の２入ったところで再度疼痛訴
えあり。刺入部腫脹あり、発赤ありと同業者が発見し点滴抜針する。その後医師の指示で、生食、
ソルコーテフの点滴、ロカイン、ソルコーテフの局注を行い、アクリノール湿布で対処する。
10時ごろ訪室すると患者様から「朝ごはんもらってない」と訴えあり。給食を配膳した看護師に聞く
も分からないとのこと。患者様は配膳の際入眠しており、確認が取れなかった。給食へ連絡をし食
事を配膳してもらった。

背景・要因
改善策
変更指示が薬剤部に伝わっていない。薬剤部でミキシングされたものは間違いないと思い確認し 薬剤部にて混注してくる薬剤でも確認できる範囲でワークシートで確認する。時間外の指示変更
なかった。
などの連絡方法を徹底する。

１０時にオキシコンチンを与薬の予定であったが、１０時からの勤務で１０時の与薬を忘れた。１１
時３０分に、ワークシートをチェックして気づいた。
10時にカルベニン+生食100mlを1時間で末梢ライン側管から自然滴下にていく指示が出ており、
9:50に開始した。元々、末梢ラインからは、メインがポンプよりソルデム3A、側管の三方活栓よりポ
ンプにてプロポフォールが投与されていた。そして、その患者のケアを行い片づけまで済ませると
11:10であった。実際には、抗生剤は10:50頃には終了していたはずであったが、ケア中であり
チェックできていなかった。抗生剤の自然滴下のルートを片付けようとラインをみると、末梢先端よ
り逆血しており、末梢は閉塞をおこしていた。しかし、ソルデム3Aとプロポフォールは、三活を経て
自然滴下のルートへ逆流していたため、患者様へプロポフォールは投与されていなかったにもか
かわらず、ポンプの閉塞アラームはならなかった。すぐに末梢ラインの入れ替えは行われたが、鎮
静が浅くなり患者の体動が大きく、プロポフォールを早送りすることになった。
１０時にルート交換する日であったが交換し忘れていたのを、２１時に準夜の看護師が気付き、交
換した。

業務分担の仕方 確認不足

抗癌剤投与中に頻回に患者の状態を観察すべきだった。

抗癌剤投与中は注意して患者の状態、刺入部の観察を行っていく。

確認のチェックの仕方などルールがなかった。 給食が確実に配膳されてかどうかみんなが同じ
方法でチェックできていない。 配膳も点滴同様2重3重のチェックがなされるべきであるが、そう
いった意識の低さがある。

配膳者は配膳した部屋・ベッドNoを口頭でも伝え合い、それから配膳者を次へ移動させるべき。
一通り配膳し、配膳車に給食が残っていないことを確認したら、全部の部屋を見て周り全部配膳さ
れていることを食事ケアシートみてチェックを行う。 栄養科でも全部のお膳が配膳車に乗ったか
どうかチェックすべき。
業務分担を見直す

時間薬をいっているという意識が低く、時間を見ながらケアをすることができていなかった。

5分後の、点滴刺入部・ルートの接続・滴下のチェック時だけでなくケアなど時間を多くとる仕事を
する場合には、タイマーをかけるようにする。またこまめにラインチェックをする。

交換をするように声をかけられ、したつもりであったが忘れていた。 時間注射の前にルートを交 朝仕事始めに一日の仕事の流れを自分なりに把握するように指導した。 ルート交換するまでは、
換しなければならないことを知らなかった。 自分の仕事の最終確認が不足していた。 仕事に慣 必要物品を目に付く場所に置いておく。 指導者に確認を依頼する。
れておらず段取りが悪かった。
１０時に施行指示の生食５０ｍｌウロミテキサン４００ｍｇを３０分注するべきものを、ウロミテキサン 注射ワークシートでの確認が不十分であった。
点滴準備の時にしっかり確認をし、実施場所でもワークシートと照らし合わせて確認してから施行
４００ｍｇをワンショットしてしまった。
する。
１０時に注射指示シートを出力し、５％ブドウ糖２５０ｍｌ＋フサン１０ｍｇの施行時間の時間割り振 確認不足 思い込み
施行回数もしっかり確認して行う。 指示を実施する時も指示シートの確認はしっかり行う。 施行
りを行った。前日と同じ指示であったので回数も同じであろうと思い込み１０時・２０時の時間を記
時間は医師に必ず入力してもらう。
入して施行したが本日より２回から１回へと減少されていた。
10時に与薬しなければならないデュロテップパッチを投与していないことに17時頃先輩看護師より カルテからの情報収集不足
情報収集をもっと注意深く行う
指摘され気づいた。医師に報告し、外出中の患者が帰棟次第投与することとなった。その旨を準
夜勤務者に申し送り、投与を依頼した。
１０時に与薬する点滴を忘れていた
ワークシートには医師がおこなうと手書されその確認を怠った（ＮＳが書いた）
看護師と看護師の情報交換不足だったためどこまでできているのかを話す時間を作る。
10時のおやつに異物（毛髪)が混入していたとの連絡があった。看護師が患者に届ける前に気づ 調理師の帽子のかぶり方に問題あり。
もう一度帽子の着用のチェックについて指導
いたとのこと。
１０時のお茶の時間に患者が差し出すコップの大部分が汚かった。
毎週土曜日にコップを消毒しているが金曜日であったため、汚れが蓄積された状態だった。コップ 洗い方の指導をする。スポンジと洗剤を準備する。
洗いは患者にお任せしているが指導が足りなかった。コップを洗うスポンジがないため流水で流す
程度であった。
１０時のバイタルサインの観察を終え、隣の患者のバイタルサインの観察を行っていたらアラーム 抑制が不十分
危険行動のある患者の観察は頻回に行う。必要時抑制をさせて頂く。
が鳴った。振り向くと患者が左手抑制をはずしており、胃管を抜去していた。
１０時の抗生剤注入で抗生剤とソリタＴ３号を１０ｍｌにし、３０分で滴下させる為、時間２０ｍｌにして 抗生剤終了後に時間２０ｍｌから１０ｍｌに切り替えることを他のスタッフに伝達していなかった。
抗生剤終了し切り替えるとき時間流量の変更がわかるよう表示しておく。
３０分後に１０ｍｌにもどす予定であった。他の看護師にもわかるように紙に１０ｍｌにもどす旨書き、
ポンプに貼る予定のところ他患児に呼ばれ、忘れてしまった。１６時の点滴残量を確認する時に他
看護師に指摘された。 急性腎炎で輸液量は抑えていたが、５５ｍｌ多く注入された。
１０時の巡視時サーフロー抜去されているのを発見する
邪魔だった
痴呆があり予測できるアクシデントであった 処置室への移送もしくはモニター装着と観察を密にし
てゆく
10時の貼り替えのフランドルテープを貼り忘れ、翌日の日勤者に指摘される。
フローシートに記入されていたが、見忘れ、チェック忘れ貼用忘れをした。
フローシートを必ず確認する。
10時の点滴交換時、他の看護師より空ボトルの名前が間違っていると報告あり。まだその患者の 準夜勤で更新した際、点滴と患者の確認を怠ったため間違って投与された。深夜日勤とまたいで 投与直前、患者につないだとき、夜勤の巡回時に必ず患者名薬剤の内容を確認する。
点滴を更新していなかったためその空ボトルの名の患者（事例患者）の所へ訪室すると他患者の いたが滴下を調節するときに名前を確認していなかったため途中気づかず全て投与されてしまっ
補液が投与されていた。本来フルカリック2号のところフルカリック1号＋ガスター入りのものが間 た。
違って投与されていた。患者観察をし、著変ないことを確認し主治医へ報告した。医師からの指示
は特になし。
1０時の薬を与えたにもかかわらず、１５時の分も与えてしまった。
薬剤の保管方法の問題点。伝達の問題点。
薬をわけている容器をわかりやすくする。申し送り等伝達を確実に行なう。
１０時頃、１２時間毎の尿量チェックをしたところ、他のチームメンバーが尿量を見てくれた。量を聞 異常の有無や状況などをリーダーに報告できていなかった。チームメンバーとの連携や確認がで スタッフは与薬の前にチームリーダーへ確認することと、チームリーダーからスタッフへの確認等
き、リーダーには報告せずに尿量スケールに沿って、ラシックス１/2Ａをivしてしまった。後で、チー きていなかった。
の連携体制をつくるようにする。
ムメンバーから正しい尿量を言われ、スケールを満たしていたことが分かった。
１０時台で混んでいる時間帯であり、他の患者様から問い合わせのため気をとられ、薬を渡し忘れ 混んでいた時間帯で、他の患者に気を取られてしまい、処方箋と薬の引換券をすぐに確認できな まとめて処方箋と引換券を確認するのではなく、１枚１枚確認をすること。混んでいる時間帯は特
てしまった。
かったため。
に集中力を高めるよう努めること。
10時予定の点滴をし忘れた
確認不足による。 部署全体でのチェックがなかった
確認作業ダブルチェックの徹底
10種類の内服が処方されていたが、１回分の投薬が抜けた。
確認不足
処方マニュアルの周知徹底
１０日の眠前薬を忘れてしまい、１１日の夕方与薬車に残っているのを発見され、報告を受ける。 新しい入院患者であり、眠前薬の情報の見落とし。確認不足。
新患の患者の情報、薬にはとくに注意をはらう。
１０日朝よりアムロジン内服開始の申し送りを受ける。薬箱がセットされていたため、それがアムロ 看護師間の伝達不良（口頭のみの伝達）。薬剤の知識不足
伝達方法を確実にする
ジンと思いこみ１１日開始のトミロンを与薬してしまった。１１日担当の看護師が気が付いた。薬箱
の中はトミロンがセットされていた。アムロジンは他院の処方で本人管理であった。
10日病棟が予約のしてあったPC製剤を取りにきた。技師Ａは同患者の２日連続で依頼のある内、 有効期限の確認をしていない入庫時の依頼箋と付き合わせてをしていない
有効期限を確認、有効期限の短い方から払い出す血小板の有効期限は時間で表示されているこ
有効期限の長い方の１１日分のPC製剤を看護師に渡した11日、技師Ｂが使用日時の確認時にＰ
とを再認識する払い出し時は入庫時の依頼箋と必ず付き合わせる払い出した後に残っているPC
Ｃの有効期限（当日の時間）が切れている事に気付いた。担当医師に直ぐに連絡、本日のPC製剤
は、日にちと時間を確認すること
は昨日のＰＣと逆に払い出したため有効時間を２時間過ぎてしまう事を説明。主治医はそのＰＣを
必要と判断し、輸血を実施された。
１０日夕食の内服薬を与薬車から出し準備した。翌日リーダーより出し忘れを指摘される。
準備した後の与薬車の再確認を怠った。薬杯が１つ残っていたが、慌てていて、確認しなかった。 必ず、準備後出し忘れがないか与薬車の引き出しを開けて確認する。薬杯が残っていたら、必ず
確認をこなう。
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具体的内容
背景・要因
改善策
○.8深夜勤務の開始頃に、朝食薬のチェックを行っていた。各患者の名前・薬剤・容量・用法を伝 基本的に新しく開始になる薬剤は、配薬車の上に置いてあり、深夜勤務者が再度確認して、セット １．服薬開始日にセット・又は患者管理の場合は、朝食時に説明を行い患者に手渡しを行う。（早
票と薬剤を目の前でチェックしていた。本患者の薬剤は、すでに１週間分セットしてあった。理解力 していたが、すでにセットしてあった。前日の日勤(11.7)の時には、服薬開始日を確認できていたと めのセットは行わない。）
も良く、新しく開始となる薬剤ではあったが、準夜勤務者とも相談して１日配薬とすることとし、１日 思われる。深夜勤務であったことから、「日にちの感覚のズレ」「寝起きで少し集中力に欠けてい
分チェックして準備を行った。朝食前に患者新しく開始となった薬であること・１日分配薬しているこ た」と考えられる。このため、薬剤名・容量・用法の確認は出来たが、服薬開始日の確認が不十分
とを伝え、理解していただいた。○.9の深夜勤務者が、朝食薬のチェックをしていたところ、処方箋 であったと思われる。
の上に表示してある服薬開始日が、○.9になっていることに気がつかれる。 私が、○.9の準夜勤
務出勤時に指摘を受け、開始が１日早くなっていたことに気がつく。この日は主治医に連絡が取れ
なかったため、○.10報告をしたところ、「分かりました」と返事を頂く。特に患者には、気分不良など
の訴えもなかった。
○/10 準夜勤務をしており、3歳児を受け持っていた。児は上肢の末梢から点滴が挿入されてい 確認が不十分だった。接続部を触れたり、腫れたりしていないか確認していたが、緩んでいたこと 刺入部やル－トに漏れがなくても、活発な児であればきちんとシーネ固定されているか注意し、
たが、活気があり、何度かアラームが鳴っていた。そのため接続部、刺入部に漏れがないか注意 に気付けなかった。
テープを貼り直したりする。夜間で入眠している時もねじれたり、体の下敷きになる可能性がある
し、度々ねじれも直していた。24時巡視時、児は母と眠っており、ルートや刺入部を確認したところ
ので、なるべくルートを児の体の上に出し、事故を防いでいく。
漏れていなかった。しかし○/11、0:30、ナースコールあり、訪室したところ点滴が抜けており、シー
ツまで濡れていた。当直医に報告、診察して頂き、再挿入はせずそのままとなった。
○/10ググカゴン負荷テスト8時40分から、医師にて施行予定の患者様に、朝の血糖チェックをしイ 指示の確認が十分でなかった。朝の処置やＡＤＬ介助の多忙さに流されてしまった。ご本人は、や 指示確認を確実にする。
ンスリンを朝食を摂取させてしまい、本日の検査は中止となった。
や不隠のある方で、検査に対し理解不足であった。
○／１０朝から抗生剤、鎮痛剤の内服開始予定であったが開始することを忘れ、昼食後薬の配布 確認不足
指示シートをしっかり確認する。深夜業務終了時に指示シートの確認を怠らない。
時に気付いた。
○/11 ＡＭ5：00 採血する人の名前とスピッツの本数等は用紙と照らし合わせて確認を済ませて 確認不足
確認の徹底
いた。ＡＭ5：45ＥＲの看護師2人が採血（当日の患者全員分）に手伝いに来てくれ、そのままリフト
に検体をおろしてくれる。ＡＭ9：30頃検査科より46歳男性Ａ氏の血算のスピッツがあがっていない
とＴＥＬあり。ＡＭ9：45血算スピッツを準備。新たに採血して提出する。この際ＥＲの看護師への問
い合わせ、ベッドサイドの確認は行わなかった。
○/12 血液透析療法実施患者の帯状疱疹の為、内服薬パルトレックス500ｍｇ6錠 3*1（毎食後） 医師、薬剤師間の連携に問題。
腎不全の患者に付いて、あらためて医師、薬剤師へ用量の注意を周知した。
を処方したところ ○/14夕方から歩行時のふらつきが増強、幻覚も出現した。
○/12の日勤でニトロダームを患者に使用するはずであったが、ニトロダームを貼付することを忘 日勤業務で行なわなければならないことの確認が不十分であった。勤務で行なわなければならな 自分の勤務でしなければならないことを勤務内で何度も確認すること、また、患者様の全身を観察
れ、○/13の日勤の患者担当であった看護師に指摘を受けた。○/12から○/13の間で患者のＶ・ いことは、再三確認をして見落としがないか注意をしていく必要があった。また、ニトロダームであ していかなければならない
Ｓ、症状の訴えについても特になく安定していた。
れば、患者に胸部に貼付されているものであるため、患者の検温時、ベッドサイドに行ったときに、
気付くことができたはずである。患者全身を観察できていなかったといえる。
○/13の6:00に更新する予定であった主管の点内に水溶性プレドニンを混注するのを忘れ、その 注射混注する際、ナースコールや患者様のベッドサイドに行き、注射の混注が中断してしまった。 注射の混注を行なっているときは、その場をはなれず、ナースコールに対しても他の看護師に理
日準夜で発見された。発見後すぐに担当医師に報告をしたところ、○/13分は入れず、○/14より また、注射をつめる際の３回確認をしっかりとおこなえていなかった。更新を行なう際にも注射の 由を説明しナースコール対処してもらうようにお願いをしたり、区切りの良いところまで点滴をつめ
水溶性プレドニンを主管に混注してくださいと指示を頂いた。発見するまで患者様の状態に変化は 内容をもう一度確認するべきであった。
てから患者様のベッドサイドへいくようにする。また、注射をつめる際の３回確認をしっかりと行うこ
なかった。
と。
○/13の回診でA様に定時薬ニチロダームＲが開始となったが、薬剤科に定時箋を降ろす際、他患 定時箋の名前、ＩＤの確認不足
定時箋の名前・ＩＤの確実なチェック。定時箋記入後の確認。 他の看護師に確認してもらう。
者の定時箋に記入してしまい、薬が間違っていってしまった。
○/15、BP測定後、ニコール与薬の指示あったため、患者のもとから降圧剤をひきあげ、配薬とす コニールとブロプレスの区別がつかなかったこと ニコールを薬剤識別の文献で確認しなかったこ 一包化の薬剤から除去する薬があるときは、カルテ、文献で確認していく。文献でわからない時は
る。(ニコールとブロプレスは1包化になっていた)医師より、今まではコニールを朝4mg夕4mg内服 と 薬剤科に確認しなかったこと
薬剤科におろして除去してもらう
していたものを○/15からコニール朝2mg夕2mgへ変更、ブロプレスは内服続行の指示あり、夕分
のニコールのみ新たに処方してもらう。朝分のニコールを1包化から除去するため、カルテをみて
確認するが1/2Tになっているものがニコールだと思い込み、誤ってブロプレスを除去してしまい、
ニコールはそのままになっていた。内服薬は○/16・17配薬されており(ブロプレスが中止になって
おり、ニコールが与薬されていた)、○/17準夜看護師より、指摘あり間違いに気付く。医師報告
後、BP100から120代と低めであり、○/18から朝のニコール中止、夕のみ内服となる。
○/1615:00頃、外来看護師より昨日脳ドックで検尿の結果がないとの指摘で、昨日の11:00頃、採 自動尿測定器故障のため、用手法で実施していた。検尿コップの蓋を外してたのを検査スミと思 外来患者の採尿ｺｯﾌﾟでも手順通りの受付時に検体確認をして、自分の持ち場で確認しながら検査
尿の検体を測定せず、誤廃に気づいた。再来院して貰い検査実施し、患者さんに謝罪した。（尿検 いこみ、確認せず検体を捨ててしまっている。外来患者の検体は採尿ｺｯﾌﾟで搬送されていたの
する。
査測定器の故障中、通常の検体確認をしていなかった）
で、検体の到着確認を受付時にしてなかった。
○／１６ブルタールｉｖの指示が出ていた。（○／１２から○／１７の予定）それを○／１６はないもの 確認を怠った。思い込みがミスとなってしまった。
必ず注射伝票とカルテを見て確認するように再三注意しているにもかかわらずおこってしまった。
と思い込み、確認をせず施行しなかった。○／１７の深夜リーダーが発見する。○／１７朝リー
二度とこのようなことがないよう確認を行なうよう、厳重注意した。
ダーより指摘され上司に報告。主治医に報告。１６日分は振り替えなく、予定通り○／１７までで終
了との指示をうける。
○／16緊急入院．前回入院時より徘徊・せんもうのある患者であったため，度々訪室し，声かけ確 訪室時入眠されていたため，安心していた．
主治医からは抑制許可でており，不穏時指示もでていた．その後も入眠する様子ないため，車椅
認していた．消灯直前に声をかけに行くと入眠されていたため，退室．10分後患者の部屋よりナー
子乗車し看護師と共に過ごす．翌朝お座敷ベット作成，家人に夜間付き添い依頼した．
スコールあり．訪室すると，尿回収中の同勤務者にて患者がベットより転落しているのを発見．右
前頭部打撲10cm大の腫脹有り．転落のショックと痛みにて動揺見られるが，安静にて落ち着き意
識レベル悪化なし．血圧１７０ー１１０脈拍７２瞳孔Ｒ＝Ｌ対光（＋・＋）右上下肢麻痺不変．頭部腫
脹増強有り，当直医師コールし，診察．指示にてＨーＣＴ．頭部骨レントゲン撮影．皮下血腫のみ．
クーリングにて対処．翌日よりバイアスピリン内服開始であったが中止となる．
○/17に処方・投与開始になっていたワーファリンが、翌月○/11の処方で分包時に４錠投与すべ １ ○/17の処方開始時、多忙を極めていた。 ２ 処方が多くあった為、多人数で整理を行い、そ １ マニュアルの励行を例外無く守る。
きところ、１錠を投与していたことが分かった。
の後の確認が十分に出来ていなかった。 ３ 処方分包時のマニュアルを遵守していなかった。
○/18 8時患者の自己インスリン注射後の針の片付けを確認した際、「ここに入れた」と未使用の 患者のインスリン自己注射後の針の片付けがきちんとできていなかったことによる針刺し。針を所 インスリン自己注射を行っている患者の針の片付けを指導していく。
針が入ったマイクロファインプラスの袋を渡された。その中に使用済みの針がリキャップをしない状 定のペットボトル（使用済みの針入れ）に入れていなかった。
態で入っており、袋を受け取った際針刺しをした。
○／１８肝臓部分切除後、呼吸・循環状態不安定であったが、現在はＴピースにて呼吸管理。薬剤 もしダブル注入していたら、血中濃度が上昇し、徐脈、高Ｋ、低Ｎａ血症となり不整脈を引き起こす 今回注入前に気付き、事故には繋がらなかったが、前者から申送りを聞く際のチェックの方法（経
にて状態安定している患者。翌月○／５より経管栄養開始となっている。○／１９経管栄養終了 可能性がある。薬により、狭心症・利尿・造血治療を行なっているにも関らず過剰投与により他症 過記録表・注射伝票・患者１号紙の使用）、仕事のチェックの方法を考える。カンファレンスで「経管
後、「内服薬は食後に投与するものだと思っており、薬（ラニラピッド・メインテート・ヘルベッサー・ 状が出現し、本来の治療効果が得られなくなる恐れがあった。また、この患者の場合、肝臓切除 栄養の取扱」「薬の注入」についてのマニュアル化を行なっていく。
フェロミア・ガスター・ラシックス・アルダクトン）を溶解し準備していた。その時、前勤務者より「既に 後であり、薬の代謝が悪く、半減期が長いため副作用出現の可能性があったため、より投薬する
注入している」ことを指摘され注入前に気付き、薬を破棄した。（内服薬を間違えて溶解し、注入前 際は注意が必要であった。また患者経過記録表に内服注入していたことが記載されていたのに、
に気付き破棄したこと）をリーダー及び上司に報告。医師に報告し、その分の薬を処方してもらっ 思い込みで行なってしまった。
た。
○／18日に１番と7番依頼箋を複数枚チェックで通し登録。その１週間後に外注項目HTLV－１の OMRリーダーがチエックを読まなかった
OMRリーダの掃除をこまめにする依頼箋の皺や折り目に気を配る
結果問い合わせあり。調べた所、システム上は依頼はたっていなかったが、依頼箋で確認したとこ
ろチエックがあった。残っていた検体で外注依頼をした。検査結果はさらに1週間遅れた。
○/19 20:30頃部屋周りを行っていると大きな物音がしたため病室に行って見ると患者がうつ伏せ 転棟してきたばかりで患者の意識レベル、理解度、ADLの状況把握が十分でなかったため、環境 準夜で申し送りを受けた後ベット柵が２点であったため４点にしたが患者は高齢でもあり、また転
で転倒していた。患者はトイレに行こうと思いベット柵を自分で外し、その後転倒したとのことで
整備ができていなかった。
棟による環境の変化も考慮して頻回に訪室を行う事や声掛けをしていく必要があると考える。
あった。額から少量出血しており周囲の発赤が認められた。バイタルサインに変化なく意識レベル
の低下も認められなかった。当直医に診察依頼し頭部XP施行するも骨折の所見無く額部冷罨法
行い経過観察の指示を受けた。主治医に報告し同様の指示あり。以後患者の変化認められな
かった。
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具体的内容
背景・要因
○/19に退院した児には、内服薬が２種類（αロールとインクレミン）あり、退院後も内服することに 内服薬を新しく処方されたのに、現在まで使用されてきた薬瓶の有無を確認しなかった。
なっていた。そして、退院時に内服薬２種類を母親に手渡した。しかし、その当日までに内服して
開封してある薬の瓶（αロール）を渡し忘れ、新しく処方された瓶だけを渡した。○/22にスタッフに
発見され、その翌日に報告を受けた。患児の受け持ちと相談して、外来受診日までは内服薬の量
が足りることが分かったため、その日に手渡すことになり、電話にて事情を説明し、謝罪した。

改善策
開封していない薬瓶を渡す事になれば、必ず開封してある瓶の有無を確認する。

○/21 5時に呼吸器のチェックをしたところ、加温加湿器の表示が消えていて作動していなかった。 加温加湿器の故障。
新しい加温加湿器に交換した。呼吸器のチェックをもっと時間毎に行っていく必要あり。
電源、スイッチも入っている状態であった。チャンバーは温かく冷めきってはいなかった。児の状態
に変化はなく、新しい加温加湿器に交換した。
○/22GTF予定の患者様に各勤務帯に検査の説明、食待ちの件説明する。主治医より、朝回診 看護師間での情報の統一がされていなかった。また、担当看護師が確実に確認していなかったこ 食待ち患者さんの食事は、配膳する前に確認しておくようにする。
時、再度説明されていた。 手違いにて朝食を渡してしまい、すぐに検査があることに気付き訪室 とが原因と考えられる。
したが、1～2分の間に全量摂取されていた。
○/24に手術を控えた患者で持続点滴中。○/22の0時ー12時の点滴（トリフリード+強ミノ+ノボリン 点滴更新時間が準夜帯であり未確認であるが、滴下速度を確認していない可能性もある。 深夜 輸液ポンプ不使用の場合であってもフリー、リーダーなど2人で確認していく。勤務交代の時は残
Ｒ4Ｅ）が2時の巡視時には既に滴下し終わっていた。ルートは既に詰まっていたため抜針し朝方に 帯に入って以降2時まで確認しに行かなかった。
量、速度など確実に申し送るようにする。
ルートを取り直し12時ー24時の分を開始した。医師報告しそのまま経過観察となる。
○/25 17:00CVが閉塞し，抜去となった患者の補液方法について，主治医からは○/25当日は何 通常指示はカルテに記載されるが，記載がなかったので，指示は出されていないと思いこんでい 口頭指示を受けた際はカルテ上に鉛筆書きし，後から医師に必ずボールペン書きをしてもらう．
もなし，○/26より経管栄養の指示出すと，口頭で指示受けた．その旨，口頭指示として看護師が た．
カルテに記載した． しかし，○/26深夜帯までにはカルテ上医師の指示の記載がなかった．日勤
帯で指示を確認するつもりだったが，in-outが○/25準夜までの16時間でin200-out130またバルー
ンカテーテル閉塞し漏尿もみられていたため，ナース判断でマーゲンチューブよりお茶200ccを注
入した．注入前，患者の腹鳴あり． 注入後，嘔吐なし． 日勤帯の看護師がHIS上情報収集し，○
/26昼より濃厚流動食の指示が出ていることを発見した． お茶の注入について主治医の報告し，
問題なしと了承を得た．
○／２５に患者様の薬が減量となり、処方変更があった。当日から減量された分を対応したが、次 定時薬をセットする際に、変更になった患者様の処方について確認が不十分だった。また、当病 翌週分の処方となるよう薬局に申し入れる。精神療法時、内容と服薬開始日をよく確認する。
週のセット時には、○／２５以前の、○／１９の処方がセットされていて、最新の処方（○／２５変 棟では、処方されてから翌々週が内服開始となる。１１日先の薬を処方されているため、変更時に
更分）となっていなかった。よって、○／２５から２８日は、減量した分の薬を服用していた。
ミスが起こりやすい。
○／２６緊急入院、手術となった患者。手術後、注射指示シート、１７時の抗生物質のサインがな 確認不足 連携不足 記載方法が分かり難かった。
実施サインは分かりやすくするように依頼した。 実施した内容は手術室記録にも記載されている
かったため、１８時３０分に帰室後準備し施行した。２２時指示の下に手術室の人のサインがある
ので指示シートのサインのみでなく記録も見て確認する。
のに気付き１６時３０分に施行されていたことを知った。すぐに医師コールし上記報告する。緊急手
術で１６時入室であり、手術入室前にカルテ、指示シートの確認ができていなかった。手術後、手
術室の人より抗生物質施行済の申し送りもなかった。やらなければいけないと思い施行した。
○/2718:40口腔ケアを行なっている最中に下歯がぐらぐらしていたため慎重に行なったいた。
入院当初から医師が喉頭鏡で胃チューブを挿入した際より全体的に歯はぐらぐらであった。看護 ぐらぐらになっている歯は抜ける確率が高いので医師に口腔外科依頼を依頼し、早めに抜歯する
18:45歯茎から出血しており、1本歯がなくなっていることに気付く。実際に歯が取れたところは見て 師間でも申し送りでは注意するように話していたが、思った以上にぬけかけていた。当直医師に胸 などの対処が必要である。特に意識障害がある患者は気管に入る危険性が高い。
いない。当直医師に胸と腹部のレントゲンを撮影し、見ていただいたが、気管には歯らしいものは と腹部のレントゲンを撮影し、見ていただいたが、気管には歯らしいものは見つからなかった
見つからなかった.22:00経鼻エアウェイの中に歯が詰まっていたことに気付く新しい経鼻エアウェ
イを挿入する。
○/27投与予定の注射薬を○/26前日に病棟に出さなかった。処方箋上、２日分 ○/26、○/27に ○/25処方が薬局にきた時点では、○/26、○/27の２日分と意識していたが、日付記入時にその 処方箋の終了印を押す前に、もう一度処方内容のチェック。
施行するように指示があったが、○/26１回分だけ処理を行い、そのまま処方箋を終了してしまっ 時準備をした、○/26のみ書き込んだ。そのため、１回分で処方箋を終了した。処方箋の見落とし
た。○/27分のみ見落としであった。
であった。
○/29の日勤帯でセレネース50mg，5％ブドウ糖液10mlの持続点滴を開始したが，ミリスロールも 指示変更の申し送りを受けた時点でカルテを確認しなかったこと。 pushする前にカルテを見な
実施する前にカルテを必ず見る。 指示変更の申し送りがあったら，受けた時点がどう変わったか
2ml/hで持続点滴をしていたため，苦痛時セレネースを0.5mlpushの指示からbase0.2ml/h上げると かったこと。 ミリスロールも同じラインで入っていることの認識が足りないこと。
確認する。後回しにしない。 ミリスロールの薬効を頭に入れ，患者がなぜその薬が必要か考え
いう指示に準夜帯で変更になった。当日，準夜勤務をしており，日勤の看護師より指示変更があっ
る。
たのでカルテを見るよう申し送られたが忙しく，指示がどのように変わったか見ていなかった。 患
者が寝付けず，希望もあったため，指示変更があったことを忘れ，シリンジポンプに貼ってある変
更前の手書きの指示を見ただけで，23:35,0:40の２回pushしてしまった。 深夜看護師に申し送りを
していて，pushしてはいけないと指摘を受け気がついた。
○／２よりティーエスワンカプセル内服開始となり、患者管理にしていた。○／８の９時半頃、残薬 確認不足
患者管理の内服薬でも服薬したかどうか確認していく。
を確認した所、１回分余っていた。患者は○／７の夜飲み忘れた気がすると言われ飲み忘れを発
見した。
○／２ラシックス２Ｔ朝食後の内服処方をセット時１Ｔでセットしてしまった。○／３たまたま指示簿 処方箋確認不足。セット後の残薬の確認不足
セット時は処方箋と照らし合わせ示唆呼称確認する。残薬等も確認を行う。
を見て気が付き、残薬を確認するとやはり１Ｔしかいってなかった。不足分を内服して頂いた。
○/2泌尿器の看護師が休みの為朝からの手伝いにいっていた。10時30分頃泌尿器の看護師は 確認不足
確認徹底
ＣＴと入院という患者で不在であった。医師より次の順番のＡ氏を処置台に準備するように言われ
下着も脱いで準備してもらった。カルテを見直してブジーという事がわかり、ブジーを探したが医師
も見つけることが出来ず、患様に泌尿器の看護師が戻るまで待って頂く様謝罪し、洋服を着て出
ていただく。患者様は先に耳鼻科へ行って来ますという事で戻られてから処置となった。ブジーは
先月の手術で手術室へ貸し出していたとの事です。
○/3、11:30に頚部リンパ節炎の患者にポンシルを、名前の確認せず患者に配薬した。13時薬杯 慌てており内服薬のラベルで名前の確認を怠ったこと。また、患者自身にも名前の確認が出来て 基本的な患者の名前確認は慌てていても落ち着いて行う必要がある。
を返してもらったときに同室の顎下蜂窩織炎の患者に配薬するものを誤って配薬したことに気付 いなかった。耳鼻科の患者で鎮痛剤がポンシルであると思い込んでいた。
き、主治医に報告し特に問題なければ様子見るよう指示あり、以後気分不良など状態の著変みら
れなかった。本来内服すべき患者には１３時過ぎに配薬した。
○/30、PTCA後、緊急入院。翌月○/1日23:00頃、ｱﾓﾊﾞﾝ1T内服。○/2日0：40観察時、ベットサイ 21:00頃から、異常行動に気づいているが、「眠剤がないと眠れない」の薬の要望にｱﾓﾊﾞﾝ1T投与 入院時の転倒・転落アセスメントスコア評価をして、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検
ド横の洗面台近くの床に仰向けに倒れている患者を発見。痛み問うとにこにこ笑っていた。
し、転倒後の患者の状態が掴めてない。
討。（ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整備）
○／３０夕の内服薬与薬を忘れた。翌月○／１に準夜で前日分が残っていたことに気が付く。箱 確認不足。病棟管理の内服薬の設置が統一されていなかった
ダブルチェック。内服箱の統一を行った
から出す際にこの患者の分だけ忘れた。
○/4 14時入院を受けたが、入院通知書の「病棟で行なう検査欄」に咽頭ぬぐい液培養S-1の支持 指示受けはリーダーがとることになっているが、固定受け持ちを制を導入してからは、リーダーも やっぱりリーダーが最終確認する
があるのを見落としてしまい、実施していなかった。○/9主治医より結果が出ないと指摘され、未 部屋もちをするようになり担当看護師とリーダーの責任範囲が不明確になってきていた。お互いが
実施であることが判明した。
確認していなかった。
○/4外来受診された際、前回処方（○/21）の「EPL、マーズレン、ディオバン」４２日分のうち、ディ 薬剤部ではヒート錠を払い出す際、携帯端末を用いてチェックを行なっており、棚卸でもコンピュー 払い出す際の数量チェック、及び監査時の指差し確認の徹底。
オバンだけが足りなくなり、いつから服用していなかったかは分からないが、約１週間程服用して タ在庫と実在庫を合わせているが、７錠余っている状況ではなく不足は考えにくい。しかしながら、
いなかったとの訴えがあった。
患者からの訴えということで７錠渡すこととした。
○/712:30頃、肺炎のため、65才男性が病棟入院。医師より痰培養を提出するよう指示を受け、検 抗生剤点滴前の痰培養を提出する根拠についてアセスメントできていなかった。このため、受け持 痰培養提出の指示がある際は出来る限り速やかに採痰し、提出する。抗生剤の点滴がある際は
体ラベル受け取り、検体容器にはった。その後、CTなどの検査があり、また、喀痰がないため、採 ち看護師に申し送る際、それを強調して申し送ることができなかった。
その前に採痰する。また、喀痰困難なことやすぐに吸引ができないことで痰培養提出が遅くなる場
痰は施行せず、その他の検査・処置を施行。昼休憩より戻った、部屋持ちの先輩看護師に、採痰
合は、それを医師に伝え、抗生剤点滴後に採痰してもよいか確認する。
し、提出の指示があることを申し送った。喀痰ないため、翌日まで経過。その間、抗生剤点滴を2度
施行。 ○/8朝、深夜勤務中、医師回診時、痰培養を提出していないことを指摘される。その後、
すぐ吸引にて採痰し、痰培養提出した。
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具体的内容
背景・要因
○/8指示簿に、○/10朝からセレジスト内服開始と書かれてあり、受領サインをしてカルテをしまっ 自分の勝手な思いこみを再度確認することなく、他のスタッフに口頭で依頼してしまった。依頼す
た。数時間後、内服セット中のスタッフに口頭で、○/12金曜日の朝から内服開始ですと申し送っ る際、依頼相手と一緒に再度、指示簿を見て指示確認することを怠った。
た。処方箋の内服開始日が○/9になっていたため、その看護師が○/9からじゃないのと言われ
た。しかし、○/12からと思い込んでしまっており、聞かれた時にカルテで確認をすることなく、再度
口頭で11/12からと言い切ってしまった。○/10の夕食後、母から、始まる予定のセレジストがない
と別のスタッフが言われ、カルテを確認し、間違いに気付き、電話連絡を受けて初めて間違いに気
付いた。翌日、主治医に報告し、その日の夕方、患者の父へ謝罪した。
○／８深夜勤務で指示シートに採血指示ありトロンボの採血を行った。耳血、生化学の緊急採血 確認不足（救命センター入室中に指示を出したため、採血管は救命センターに届いた。救命セン
の指示もあったが指示を見落とし採血できなかった。○／９朝、主治医が採血結果を確認しようと ター看護師は転棟時に採血管を転棟先の看護師に申し送らなければならなかったが検査室に返
した所、データがないため採血もれに気付いた。
却したために確認しにくかった。）
○／９、８：３０に心臓血管外科医師が訪床し、経過記録にドプトレックス２／Ｈと書かれているの ＩＣＵでは勤務交替時に点滴ルート・薬剤・速度の確認を、チャートを見ながら行っており、当日も
と、実際のシリンジポンプではドプトレックスが１／Ｈで入っていたことを発見。指摘を受けた。実際 チャートを見ながら行った。また各勤務毎８時・１６時・２４時にラインを引き、時間通りに進んでい
量を時間で計算したところ、日勤から準夜勤の交替時間１６：３０から１７：００頃に変更されていた るか確認をしている。今回日勤でその患者を受け持った後の深夜であったため、フローシートに変
ことを確認した。準夜から深夜の交替時にチャートを見ながら点滴ルート・薬剤・滴下数の確認を 更がなかったのでそのままの速度で入っているという思い込みがあり、チャートによる確認を軽視
したが、変更されていないという思い込みがあったため、気付かずに経過してしまった。また医師 してしまった。
より滴下数変更の指示受けや変更もしたという報告もされていなかった。何時からシリンジポンプ
の速度が変更になったのかを計算し、心臓血管外科医師に確認をした。すぐ上司に報告。主治医
の心臓血管外科医師に連絡をとり、１７：００頃に変更になっていたことを確認。速度を間違い、ｉｎｏ
ｕｔの計算をしてしまったことを報告した。最終朝６：００のｉｎｏｕｔバランスの修正を行った。患者のバ
イタルサインは安定していた。
○／９の処方の際に、メチコバールを調剤するところノイキノンを調剤し、さらに薬剤監査もすりぬ 錠型と色が類似していたため思い込んでいた。
けてしまった。患者は１錠を服用したが、「色が少し違う」ということで服用を中止していた。５週後
の外来診察のときに発覚した。外来に出向き、患者と医師に話をし、謝罪して本来のメチコバール
と交換した。
１１：００に訪室すると患者がＮＧチューブを抜いた。
・ＮＧチューブの抜去予測不足
11：30血糖検査を忘れ実施しなかった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 多忙
１１：３０食前血糖チェックをしている患者に血糖チェックをせず、遅出勤務者が食直前のノボラピッ ・血糖チェックは遅出勤務者の業務であるが、当事者が遅出勤務者に申し送りをしていなかった。
ト３００（８単位）施行。１２：３０当事者が血糖チェックをしていないことに気づき、すでにインシュリ ・当事者は（委員会の業務で）病棟を離れる際、ホワイトボードには血糖チェック時間を記載してい
ン注射と食事は済んでいたため、本日のみ１４：００に血糖チェックをした。血糖は１２８ｍｇ／ｄｌで たが、処置を依頼して行かなかった。 ・患者への食前血糖チェックの説明が十分なされていな
あった。低血糖症状はなかった。夕食前の血糖は６５ｍｇ／ｄｌと低く、主治医に報告しノボラピット３ かった。また、説明を受けて１週間以上同処置を受けていたが、患者は忘れていた。（患者が理解
００は６単位へ減量になった。血糖チェックしながらインシュリンコントロール中であり、指示通り
できる説明がなされていなかった）
チェックする必要があった。
１１：３０定時血糖値チェックを忘れ、１５：００に気づき測定。
業務手順、内容確認の問題点。
１１：３８、透析の設定を変更（血流をさげ、除水率を上げる）したが、１２時５分に停止モードになっ 確認不足、無意識の行動
ているのに気づいた。
11:40頃、同室者のｺｰﾙで訪室。床頭台とﾍﾞｯﾄに挟まれた格好で腹這い状態の患者を発見。（起き 排尿時にベットサイド座位が取りやすいようにと足元にベット柵がなかった。高齢・肝動脈塞栓術
あがり座ろうとしたらﾌﾗｯとして倒れた。肝動脈塞栓術施行、翌日より体動解除、T38.4℃だった） 後の発熱患者に転倒・転落のアセスメントスコア評価及び家族へのリスクに対する説明ができて
いない。
11：50処方箋の内容がペルサンチン（25）12T 3×1 30日分ででてきた。全自動分包機で調剤し 昼近くになり、午前中の患者様の処方が多数入ってきており慌てていた。ペルサンチンは色も容
ていたが21日分を作り終わった時、分包器のカセットの中味が空になったため補充した。ペルサン 器もよく似ていたため間違えた。保管場所も近かった。確認作業が形式的になってしまった。
チン(12.5)の方を誤って補充してしまったが監査でも気付かずに患者様に渡してしまった。14：00分
包機のカセットを補充するとき、ペルサンチン(12.5)の瓶の中味が少なくなっていることに気付き、
カセットの中味を確認したところ取り違えに気付く。患者様に連絡し新しい薬を自宅まで届けた。患
者様はまだ服用していなかった。
１１月○日の午後３時、経験５年目の理学療法士が、回復期病棟の廊下をＴ字杖をついた患者Ａ １．痴呆症状が軽度みられ、注意力低下があることを、もっと理解しておく必要があった。 ２．車
氏（８９歳）の服と手を握り歩いていると、患者Ａ氏が、自分自身の足につまずき、前かがみに転倒 椅子の横を歩いている時におきてしまったため、もう少しでも距離をあけて歩行練習をする必要が
しそうとなり、それを防ごうとするが、右横に右足を下にした状態で倒れています。
あった。
１１月○日注腸予定であったが１１月○日の２０時と２２時の下剤を飲めていなかった。 １１月○ 前日の日勤で十分なオリエンテーションをする必要がある。 深夜勤務では下剤を内服したことま
日深夜勤務中でのカルテ上または本人への確認が不十分であった。
では確認せず、便のこともはっきり聞かず「トイレにいってました」という本人の言葉を便が出たと
思い込んでしまい日勤への申し送りが不十分であった。
○月１０日１６時頃救急外来に受診のＡ氏（５４歳）に点滴指示、内服薬が処方された。診察時医 １ 院外処方箋が注射箋と重なり医事課でわかりにくかった。 ２ 院外処方から院内処方に切り
師から、内服薬処方の説明があり院外処方があった。点滴処置室にて指示の点滴を施行した。院 替わる時間帯であったが、医事課職員への伝達も不十分であった。
外処方箋を医事課へ持参の際に基本伝票と点滴指示箋、院外処方箋と重ねて閉じた為に医事課
で院外処方箋を見落として患者様に渡さなかった。翌朝、患者本人が来院し指摘された。
１１月１１、１２日「ヴェグロブリン？」臨時指示あり。１３日になって１２日分が冷蔵庫内に残ってい 注射係りの確認不足。受持ち看護師も、指示内容を把握していなかった。
るのを発見する。
○月１１日朝８時３０分ごろ、皮膚科外来通院中の７５歳のＡ氏の○月１０日の血液検査が、中止 １．皮膚科医師が検査指示をキャンセル入力していなかった。 ２．入院時のラベルスピッツ・採血
指示となっているのに検査データ報告書が皮膚科外来へ届いていると連絡あり。Ａ氏は、○月１０ 一覧表では指示した担当科が表示されない。（泌尿器科の指示だと思った） ３．採血一覧表に指
日に検査目的で入院したが、入院時、ラベルを貼った試験管があり、採血一覧表にも記載があっ 示簿と照合時のチェックがなかったため、不審に思ったが、新入院の患者であったため入院時の
たため、入院時の検査と思い採血した。１１日にも泌尿器科指示で採血した。皮膚科では、Ａ氏が 検査と思って採血した。
入院したことを知らず、検査データ報告書が届いたので不審に思った。
○月１２日、３人の小児科患者の処方あり。いずれも抗生剤散薬と水薬の処方であった。３人分を 調剤から監査までの流れを患者ひとりずつで完結させなかった。交付時に水薬ラベルの患者名の
まとめて調剤し、自己監査を行ったが、交付時に患者Ａに患者Ｂの水薬を渡してしまった。翌日８ 確認を怠った。
時頃、保護者より電話があり、ミスに気付いた。自宅まで水薬を交換に行く旨、申し出るも、不要と
のこと。処方取り消しとなった。
○月１２日１２時３０分ごろ当日内科入院したＡさん（２４歳）の点滴指示があり、静脈針を留置しソ １．オーダーのラベルの日付をよく見てなかった。 ２．本日の採血と思い込んでいた。
リタＴ３号 ５００を開始した。その後採血のオーダーがあり、救急外来で採血したとの申し送りも受
けていなかったので、１５時ごろ採血した。検査室より電話あり、救急外来でも採血していたことが
わかり、検査オーダーのラベルは１３日の指示であることに気づいた。
○月１２日２３時の巡視時、泌尿器科入院中の７９歳の女性患者（入院１０日目）が、ポータブルト １ 長期入院のため、筋力低下があった。
イレからベッドへ移動時、ふらついて転倒したと同室者から報告があった。
○月１２日９時半ごろ、小児科外来より肺炎で入院していた３歳男児が「退院時ダイアップの坐薬 １ 担当看護師が不在で他の看護師は退院時に坐薬を持って帰ることを把握していなかった。 ２
をもらわずに帰った」と電話があった。この患者は○月１０日の退院時、指示簿に「坐薬を手渡して 担当看護師が退院時間にあわせて座薬を渡していなかった。 ３ 看護師間の連絡不足。
から退院」と書かれていたが、退院時詰め所に来られたとき、担当看護師が不在でその場にいた
看護師も気づかず座薬を渡さずに退院された。
○月１２日アンギオ終了後、フロモックス錠内服の指示があり、患者に説明。夕食後より内服開
再入院を繰り返す患者であるが、アレルギー欄も確認すべきであった。
始。１３日看護プロファイルに薬物アレルギーの項目に「フロモックス」と記載あり、主治医に報告。
１３日朝は内服済みのため、昼より中止となる。アレルギー症状は起こらず。
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改善策
指示や依頼を受けて、他のスタッフに依頼する際、必ずカルテと照らし合わせながら、確認と同時
に、指示の依頼をするよう徹底していく。自分が依頼を受ける際もかならず、２人以上のスタッフで
確認するようにしていく。

指示シートはしっかり確認する。 転棟した患者様の検査用採血管は転棟先に届けるルールを守
る。
思い込みによる基本確認の甘さから起きてしまった事例である。チェックは何をするのかという再
確認をするとともに、カンファレンスで事故の共有を図り、チェックのありかたを強化、再発防止を
考えていく。また医師が指示を変更した場合、医師からも声掛けしてもらうよう協力体制をとってい
く。

色や形状が類似しているからこそ慎重に確認をすることを厳重注意した。

・抜去を予測した防止計画の立案と実施
手順の遵守（タイマーをかける。他のスタッフに声がけをする）
・病棟を離れる際は、必ず処置や業務の依頼をしていく。 ・患者に毎食前（３０分前）血糖チェック
をすることを、カードを使用し再度説明した。カードは患者の頭元に下げておくことにした。

業務手順、実施内容の確認徹底。時間係による施行確認。
開始前再確認
転倒転落ｱｾｽﾒﾝﾄｽｺｱを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。（ﾍﾞｯﾄ周辺の
環境整備、家族へのﾘｽｸの説明）ベット柵の位置を患者さんと再度、検討する。
収納場所の工夫。視覚に訴える文書を貼付するなど取り違えのない様に最善の注意を払う。どん
なに多忙でも確認作業はしっかり行なう。調剤中は電話に出る、話をするなど注意散漫になる要
因をできるだけ排除する。

１．痴呆症状や注意力低下等がみられる患者は、特に注意して行う。 ２．運動時（歩行）には、疲
労度をよく確認しながら行う。
１１月○日に注腸検査があるという意識を十分持ち、患者に対して前日下剤をきちんと飲み、今朝
便が出たかどうか十分に確認し、日勤に申し送る。または、カルテ記録に残す必要がある。
１ 院外処方箋を見落とさないように医事課へ伝達する。 ２ 医事課担当者も院外処方箋の有無
に注意をする。
実施サイン時に、再度確認する。個々の役割（業務）を確認する。
１ 検査指示の確認を行う。 ２ 医師は中止指示はオーダーをキャンセルする。 ３ 現在の
オーダリングシステムでは他科の外来指示が入院病棟では把握が出来ないので把握出来るシス
テムにする。
ほぼ同時刻に３人の類似した処方箋があったので、並行調剤を行ってしまった。多忙時でもひとり
づつ調剤し、一人調剤時は患者にも説明しながら確認する必要がある。
１ 指示の確認をする（日付、名前の確認）

１ ベッド周辺の環境整備を行う。 ２ ＡＤＬ維持のためのリハビリの開始。
１ 退院時チェックリストの使用。

禁忌薬剤の表示について統一認識する必要がある。
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具体的内容
○月１３日午後１２時より、点滴の指示がＫＮ１Ａ５００ｍｌ＋ヘパリン３ｍｌ、２０ｍｌ／Ｈに変更になっ
ていたが、前日までＫＮ１Ａ５００ｍｌ＋ヘパリン３ｍｌ、３０ｍｌ／Ｈとなっていたため、そのまま注入し
てしまっていた。準夜勤務者が流量が違っている事に気付き発見となった。注射準備時に、指示
変更にはきづいていたが、他の作業と重なり忘れてしまった。
○月13日日勤帯で患者の点滴準備（フルカリック）を行い、16時にCVから接続した。21時に準夜
勤の看護婦が巡回したときに、フルカリックの小室が外れていないことを発見。すぐに小室をはず
した。
○月１４日、１０時１５分頃、オルガランを静注するところを誤ってノイアップを静注してしまう。ノイ
アップは、皮下注投与であった。医師に確認、ノイアップの追加投与はせずの指示あり。

背景・要因
確認不足

改善策
他の作業と重なり業務を中断する時はメモに残す。 勤務終了時に点滴内容（流量・残量・ライン
の状況など）を確認する。 シリンジポンプにセットした後は他者のＷチェックを受ける。

フルカリックの準備方法は理解していたが、準備の際に小室がはずれていないのにはずしたと思 フルカリックは小室をはずすのを忘れたり、内容を混合するのを忘れやすい薬剤であり、準備後・
い込んでいた。
投与前にもきちんとはずれているか確認していく。
点滴に回るのが遅くなり、あせっていた。精神的に集中力が欠けているのを自覚し、点滴を詰める
時には、声を出し ミスのないように意識していたが、病室に入り、注射を施行するときトレイ内を
十分確認せず施行してしまった。 全くの不注意であった。
返納時の確認ミス、確認不足

集中力に欠けなんとなくミスを犯しそうに感じる時があり、そういうときは、気持ちを引き締めること
が必要である。今までの自分の傾向から、点滴混入時が一番ミスを起こしやすく意識はしていた。
今回のミスで、自分の確認行動の不備を思い知らされた。今後は十分注意したい。
○月15日に支給した｢ｳﾞｨｰﾝ3G 500ml1本｣に『○月12日○○様』と記載された手書きラベルが貼
病棟：返納時のチェックとマナー、薬剤部：返納製剤の確認 注射剤返納製剤には、ラベルの剥が
付されているとの連絡を病棟看護師から薬剤部当直者がうけた。投薬前のため影響なし。
し忘れやマジックでの記載がある製剤の返納が絶えないため、これまでも返納マナーのよくない病
棟には連絡、依頼を実施してきた。 注射剤調剤室での返納製剤の確認手順を相互に確認し、徹
底する。 再度、返納製剤の確認徹底を各病棟にも通知する。
○月15日急に本人希望にて退院となる。しかし、16日に腹部エコーの予約がはいっていたため、 急な退院であったこと。 看護師が翌日の検査まで確認できていない。 本来の退院手続きをとっ 退院処理のマニュアル化、現状の見直し。
自宅へ電話し外来扱いで検査に来て頂く事となった。
ていない。（当日退院は原則不可）
○月１６日、昨日ＥＳＴ施行され本日の採血結果にて食事か医師の指示があった。しかし、朝食か 指示簿には記載がされており、指示受けもされ、カーデックスには入力されていた。しかし、申し送 ＥＳＴを行ったことを考慮し、入力を実施に違いがあったときは指示簿での確認また、主治医への
ら食事（全粥職）配膳され、食事開始されていることを申し送りにてうける。昼食も、配膳しほぼ１０ りを信用し指示簿での確認を怠った。
確認を行う。
割摂取される。１４：３０頃主治医の回診時に飲水の許可の指示受け、絶飲食中であったことに気
付く。ＶＳ変化なし、腹痛認めず。
○月１６日１５時頃、内科外来よりの電話を経験２８年目の看護師が受けた。「○月１１日に内科受 １ 口頭での指示受けで検査簿に記載していない。 ２ 検査のラベルが発行されていなかった。 １ 外来受診時の他科からの指示の記入用紙を作成して依頼をした。（口頭での申し送りでなく、
診時検査指示したＡ氏の検査が未実施になっている」と連絡があり。Ａ氏は泌尿器科で入院してい （ラベルがあれば病棟でも気付く、また検査室からもチェックが出来る）
明文化する）
るが、１１日に内科受診し、痰細胞診・腫瘍マーカーなどの採血の指示があり、準夜帯に内科の外
来看護師がそのことを準夜勤務者に伝えた。また、内科診察医も病棟に来たとき、看護師に伝え
たが、腫瘍マーカーの採血が実施できていなかった。
○月１６日２０時頃経験年数２３年目の准看護師が準夜中、２２時ごろ記録をしている時にガタンと １、大腿骨転子部骨折の後遺症で歩行障害あり、ふらつきがあった。 ２、筋力低下あり。
１、トイレ移動時は、ナースコールを押してもらい見守る。
いう音がしたので、病室に行ってみると、皮膚科入院１１日目の９０歳の女性患者（大腿骨転子部
骨折の後遺症あり、痴呆あり）がポータブルトイレに座っていた。事情を聞くと、ベッドからポータブ
ルトイレ移動時、「頭からこけて、左肩甲骨と左頭部を打撲した。息を吸っても痛い」という。その後
主治医に報告し指示を受けた。
○月１７日１０時頃、検査室より電話があり、心エコー検査予約の入ってない患者様のカルテがあ １検査簿の患者名の確認が不十分であった。
１ 検査簿と患者名を照合して確認後検査室に持参する。
ると指摘された。経験年数３年目の看護師が予約の入ってない患者のカルテを間違えて検査室へ
持参していた。
○月17日7時10分看護助手が配茶をしに訪床したところ患者が車椅子の足掛けにずりおちている 本人は下肢の知覚が分かりにくく以前も同じように転落している。移動時はナースコールするよう ベッドサイドに車椅子を置かず離れたところにたたんでおく。行動を観察する。
ところを発見する。臀部打撲はなし。車椅子からベッドに移動しようとしたところ足に力が入らずず 声かけていたが移動を自分でしていた。
り落ちたとのこと。発見時時血圧124/70脈87上記主治医に報告する。
○月１７日処方の薬を患者へ渡すも、冷中保存の薬のみがナースステーションの冷蔵庫にあっ
看護師間での伝達不足、看護師の情報収集不足
患者の床頭台下の冷蔵庫にいれる。
た。それに気付かず１８日の朝患者の手元に薬が無いことに気付き、ナースステーションでその薬
が内服しないまま冷中に残っていた。
○月１８日に翌日から開始のセフゾンが処方された。薬局から上がってきた薬の確認をしたが日 確認不足
患者に自己管理薬として薬を渡す際は必ず日付も確認する。 患者管理薬を患者に渡す時は服
付までは確認しなかったので患者様に説明をして自己管理薬として患者様に渡した。その為に患
薬開始日の朝に渡すことを守る。
者様は１８日の夕から服用してしまった。
○月18日感受性が低いためプロジフ中止の指示が出た。指示受けのサインはしたが、カーデック 指示をとっているときに他のことで中断してしまった。上記のことを忘れたまま、指示受けをしたつ 変更、中止などの指示が出た場合には、一目で見てわかるように指示を赤枠などで囲う。返納は
スへの記載やスタッフへの申し送り、返納処理をを忘れてしまった。19日、注射薬もあり、ワーク もりになり漏れてしまった。深夜帯でのチェック、日勤の受け持ちのカルテチェックも漏れてしまっ 指示がでたときにすぐに行うようにする。途中やりの指示は指示棒をたてたままにし、漏れないよ
シートには指示が残っていたため、日勤の受け持ちが投与してしまった。
た。
うにする。
○月19日の「抗生剤はＤｒの指示待ちで施行」とカルテに記載してあったのにもかかわらず、抗生 抗生剤以外は施行するはず、という本人の思い込み。 患者の病態、治療を把握できていない。 リーダーへ指示を細かく確認する。 患者の病態を、治療を理解しながら指示を確認する。
剤以外の点滴は、施行するものと思い込み、抗真菌剤（ファンガード）を施行。点滴終了後、日勤
リーダーより、医師から本日より点滴中止の指示が出たことを知らされる。
○月１日朝，５：２０頃病室より物音が聞こえ駆け付けたところ患者様がベッドからに床に転落して 患者様は意識レベル?ー2であり眠れていない状態が続いていた．左半身に麻痺があるが無視す 担当の看護師だけでは常に監視できないのでスタッフに患者様の状態を知ってもらいより多くの
いた．ベッド柵は４本取り付けていたが１カ所患者様本人が外してしまっていた．ベッドサイドに
る傾向がある為，危険行動のリスク高いと申し送られていた．聴取して，できるだけ病室の様子を 目で見ているようにする． 夜間患者様の気が散るような明かりや音を減らし，入眠できるようにす
あったオーバーテーブルに頭部をぶつけていて，疼痛の訴えあり．血圧189/103mmhg，麻痺不
見に行くようにしていたが，転落した時間は他の患者様のケアに行っていた． 患者様が転落して る． 転落，転倒の危険が高いため床にマットをひく．
変．理由問うが［下に降りて寝ようと思った］と． １時間後血圧再検，142/84mmhg，疼痛なし．外 しまった要因としては，患者様が転落する前に患者様の動きを知ることができなかったためである
傷なし． 主治医へ報告し頭部レントゲンを撮る事となる．
と考える．
１１月１日入院、１３時から手術予定の患者。午前中に患者の点滴をパソコンより印刷、確認した。 思い込み。確認不足。
点滴にコメントがなければ主治医に確認するべき。午後からの手術で午前中に点滴がないのはお
主治医の注射指示はフルマリンキット、ヴィーンＤ、アクチットであり、施行時間などのコメントは入
かしいと疑問に思わなかったのか。一方、主治医は術前に患者の診察に来ていないこともあった。
力されていなかった。フルマリンが１本であること、ボトル数が２本であることから、術後の点滴で
あることと思い込み、午前中に点滴を施行しなかった。１３時、手術室入室後、執刀医が午前中に
点滴施行されていないことを気付き、ミスが判明した。
○月20日10時50分頃「歩かないと動けなくなる。と先生に言われました」と点滴架台を押し廊下を 朝食後、降圧剤、利尿剤の内服、10時ミリステープの貼りかえ、10時30分頃タンデトロンの点滴と 術後の歩行には歩行器を使用する。使用の薬から、歩行時間を考慮し患者本人にも説明する必
歩かれていた。11時他患者より「廊下で患者さんが倒れている」と連絡があり、行くと廊下で仰臥 血圧低下の予測される薬を使用していた。術後、高齢であり転倒は予測されたが、歩行状態は比 要があった。歩行に対する本人のあせりがあった。高齢、術後であり歩行時には十分な声掛けが
位で倒れていた。顔面蒼白、血圧も測れず動脈触知も弱い状態であった。心臓血管外科の医師 較的安定しており大丈夫だと思い込んでいた。
必要であった。
に報告しすぐに診察があった。医師とともにベッドに移動した。ベッドへ移動後下肢挙上にて血圧
90ｍｍＨｇまで上昇し経過観察となった。他、外傷等はなかった。
○月２０日１２時３０分、自室に戻ろうとした患者と配膳車が廊下ですれ違った。患者はよけようとし 糖尿病にて下肢機能障害あり、また右目失明にて転倒リスクが高いにもかかわらず、移動に関し 声をかけ確認をして、患者のいないことを再確認して運ぶ（配膳する）こと。
て床に転倒。その際、左手を床につき、支えた。右膝外側部周囲を床に打った。右膝は疼痛なし、 注意が浅かった。
発赤なし。左肩から肩甲骨にかけて疼痛あり。主治医報告、ステイバン貼用、疼痛軽減傾向。様
子観察となる。
○月２２日１１時頃、経験３０年の看護師が、内科入院中のＡ氏（４８歳）の１１時の血糖を朝の申し １ 他の業務を行っていて採血を忘れていた。
１ タイマーを使用する。 ２ 他の業務と重なる時には他のスタッフに依頼する。
送りを受けていたが他の業務をしていて忘れていた。１３時３０分ごろ気がついた。
○月22日の清掃は、いつもの担当者ではない人が来ていた。夕方鍵点検で病室を廻ったスタッフ 本来の清掃担当が休みで代行者が勤務する場合、マニュアルもなく指導を受けていない。
当科専用の清掃マニュアルの作成と、指導の徹底。特に、業務終了後には、物品の点検を実施
より、PICUのトイレに洗剤が置き忘れてあったと報告あったが、患者は気づかずにいてトラブルは
し、置き忘れのないように注意する。ドアは施錠している部屋は閉め忘れのないように、閉めた後
発生していなかった。
必ず確認してから離れる。 特殊な現場であることを理解し、余裕のある勤務時間を考慮する。
清掃管理者にマニュアルの作成を早急にするよう要望。半年前には完成の約束であったため、管
理課とも相談してマニュアル作成と指導を徹底するようにしていく。
○月２４日１５時１０分ごろ、同室者からナースコールがあり、経験１０年目の看護師が訪室したと １ 靴を履かずに歩行して靴下がすべった。 ２ 下肢の筋力低下があった。
１ 歩行時には足にあったすべりにくい靴を履くよう指導する。 ２ 歩行時にはナースコールで知
ころ、皮膚科入院中のＡ氏（９０歳）が、「手を洗いに行こうとしてしりもちをついた」と、床に座って
らせてもらい介助する。
いた。靴を履いてなく、靴下が滑った様子。
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具体的内容
背景・要因
○月２５日、健康診断で来院。外科処置室にて身長・体重・胸囲測定した。測定結果を書類に記 重文が記録したものの再確認を怠った。
録。本人が、記録された体重が少なすぎることに気付かれ、翌月○月２日に来院された。体重記
入欄と身長記入欄を取り違えて記入した。
○月２５日、点滴による抗癌剤治療を行う患者で、朝、プロトコールと点滴伝票を確認した。９時３ 化学療法で使用される薬剤の用法など、勉強不足のため、医師の確認が出来なかった。
０分から点滴治療開始、１２時３０分終了。同日夕方、受持ちスタッフより抗癌剤の前投薬が薬局
より上がってきており、内服されていないことを聞き、その時点で前投薬の内服薬が処方されてい
たことに気付いた。再度プロトコール確認したが、内服薬の指示はなく、控えの印刷もなかった。主
治医報告、点滴治療終了後であったため、内服しないまま様子観察となった。患者には異常なし。
○月２５日２３時３０分、モルヒネ５本＋生食入りの注射器をコッヘルを使用し更新した。トータルで シリンジポンプ交換時、チェック表を用いてチェックしていたが、おそらくコッヘルがポンプの陰に隠
４８ｍｌで、毎時１．２ｍｌで注入中するはずであった。その後、翌２６日２時２０分、訪室するとルート れていたため、見落としたものと考えられる。確認不十分であった。
にコッヘルが止まっていることを発見した。シリンジも４８ｍｌのまま進んでいなかった。即、再開し
た。患者には異常なし。
○月２５日８時頃、当直勤務の経験年数１８年の薬剤師がプレタール・バイアスピリンを調剤しな １ 当直時ということもあり確認不足と勘違いがあった。
いといけないところを、薬袋に薬を入れ間違えてプリモボランを調剤した。薬を包んでいる袋には
患者名、薬剤名が書かれていたが患者様も気づかず、そのまま服用してしまった。（１錠のみ服
用）
○月25日昼食時STによる食事介助も摂取できず、いつもの経管栄養施行しようとしたところ紙（経 22日のリーダーによる記入ミス、スタッフによるダブルチェックミス。および22日準夜から25日深夜
管栄養の量が記入してある）に22日から記入がなかった。22日から増量されていないのかと思
までのスタッフの確認ミス。
い、（朝カーデックスで確認時は24・25日と増量していることを確認していたため）おかしいと思いカ
ルテ確認すると増量していた。
○月２６日６時頃内科入院中のＡ氏（６６歳）が、夜間（時間は不明）病室内でトイレに行こうとして、 １ 疼痛のため麻薬を使用中であった。
足元がふらつき転倒しそうになり、左手を床につき右ひじを打撲したと、朝７時訪室時に経験年数
１０年目の看護師が報告を受けた。
○月26日の依頼でサイログロブリンの結果が出ていないがまだかと外来から問合せあり。検査科 見落とした。
で依頼のPC入力忘れであった。依頼書のコメント欄にはっきり書かれてあった。
○月２７日７時３０分頃、患者のラコール注入開始する。９時頃、日勤看護師がラコールが注入さ 誤嚥性肺炎で入院したため、ラコールは中止であったが、腹部レントゲンが異常なかったため、ラ
れていることに気付き、昼はあるのか、リーダーに確認したところ、ラコールは入院時より中止のま コール再開になったと思い込み、注入してしまった。チャートにはラコール注入量の記録があり、そ
まであることが判明した。ラコール１００ｍｌ程注入されており、すぐに中止、主治医に報告。患者に れを見て実施してしまった。
は異常なし、様子観察となった。
○月27日退院時に翌月○月7日より内服のパナルジンの内服薬が処方されていた。○月28日退 ○月27日当日の受け持ち看護師がなぜ渡し忘れてしまったのかは確認できなかった。インシデン
院時処方が残っている事を発見し○月27日退院時処方渡し忘れに気付く。○月28日発見後すぐ ト発生要因は不明である。
に患者に連絡をし、退院時処方の渡し忘れのあったことをお詫びする。患者様が○月29、30日の
どちらかにとりに来て下さることになる。 ○月27日当日の受け持ちの看護師にはフリー業務担当
看護師より退院時処方があり忘れずに渡して欲しいことは伝えてあった。
○月27日昼の血糖値をチェックし、192であった。スライディングスケールはないと思い込み、また カーデックスからの情報収集の見落としがあった。土曜勤務で、多忙であり、気持ちが焦ってい
情報収集も不十分であった。そのまま、何もせず経管栄養をつないだ。準夜へのもう仕送りでカー た。
デックスを開いた際、180以上でスライディングがあること発覚する。夕方は180であり、夜間に入る
為何もせず様子見ることとした。
○月２８日昼食「易消化食・全粥」の患者様に「主食・米飯」を提供した。
１ 食札に「全粥」と表示されていたのを見落として「米飯」と勘違いした。
○月２８日点滴準備し確認したところパントール１Ａが余っていることに気付く 本来なら○月２７日 休日前に３日分の点滴が薬局より上がってくるため薬剤変更時に見落としやすい
の朝点滴に加注されるべきであった
○月29日17時30分訪室時、NGチューブが10cm程度抜けかけており、再挿入した。エア確認し良 無理に再挿入した 胃内に入っているかどうかの確認法
好。口腔内もとぐろを巻いていなかった。18時すぎ、食前にツムラ大建中湯注入後、栄養開始す
る。その後訪室するも、異変はなかった。19時すぎ、ナースコールあり、残り50ccあり。本人ティッ
シュで口を抑えている。確認すると、口腔よりNGチューブの先端がでていた。むせつきなし、シー
ツの汚染もすくなかった。すぐに医師に報告し、医師に再挿入してもらう。
○月２９日入院し３日間内服状況確認し間違いがなかったため自己管理として、１週間後の薬袋 入院後３日間は間違いなく持参薬を内服できていたため、自己管理可能と判断したがアセスメント
交換の予定としていた。翌月○月９日まであるはずの内服薬が終了したと、○月７日に患者より申 不足であった。 入院後開始になった処方に関しては内服確認の声掛けを行うことにしているが、
し出あり。確認すると、不足している薬剤と余っている薬剤があった。
行われなかった。 内服薬管理方法検討中で、手順を変更したばかりであったため、周知できてい
なかった。
○月２日０時、点滴交換の患者の点滴を、看護師Ａが点滴伝票と点滴とを確認し、点滴の入って 処置伝票と点滴とを照合し、点滴が開通されているかを確認しなかった。
いる箱から処置室の点滴架けにかけていた。自分は０時患者の点滴を更新するために、点滴伝
票の印鑑が押されていることを確認し、アミノフリード５００ｍｌが開通した後にはがすシールが既に
はがれていることを確認し、点滴を交換した。深夜看護師が８時に次の点滴交換のため訪室する
と、アミノフリードが上下開通されておらず、下の部分だけ全量滴下されているのを発見した。その
点滴は破棄し、つぎの点滴に更新した。患者には異常なし。
○月2日にインフルエンザの注射を実施していたのに気づかず、再度12月15日に実施してしまっ 処方をカルテに閉じていたが確認が不十分であった。 実施後のすぐに分かるようなシステムをし
た。
ておかなかった。
○月２日腹痛、血便にて受診され、○月５日に検査の予約をした。検査の説明を行うとき検査時間 うっかりミス
を記録するときに午前と午後を間違えて○を付けた。本来は午前１０時３０分に来院してもらうとこ
ろ午後１０時３０分に来院された。当日は検査を行う事が出来なかったので後日行う事になった。
○月３０日１２時頃給食オーダー締切後、食事の変更の電話連絡があったが、すでに他の食種の １ 口頭での変更を受け、変更前の食事を中止しなかった。 ２ 伝達不十分で食事がだぶって準
食事が準備されていたが気付かずに、２種類の食事が準備された。病棟で配膳時、２種類の食事 備された。
のうち変更前の食事を提供した。
○月３日朝食後、患者に、本日から始まる薬、氏名、用法、用量の確認、説明を行い、配薬した。 思い込み。当日の日付間違い。
薬袋には開始日の記入がされていたが、当日を○月４日（内服開始日）であると誤認識しており、
その場では気付かず内服してしまった。この日、他患者二人に内服開始の指示があり、配薬に
行った時、開始日が本日の○月３日と記入されていたことから誤薬に気付いた。患者には異常は
なかった。
○月４日１４時３０分頃、リハビリテーション科理学療法室にて入院患者に対し理学療法を実施
治療用ベッドのどのレバーを操作すればどのセクションが動くのか、前もって確認すべきであっ
時、担当理学療法士が患者の寝ている姿勢を整えようと、バックレストを起こすレバーを操作する た。
ところ、誤って下肢を下げるレバーを操作してしまい、下肢が急激に下方へ下がったため屈曲制限
のある左膝に急激に強い屈曲力が働き、強い痛みが生じた。数分間安静にて痛みは消失、主治
医に連絡した。
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改善策
物事に取り組む姿勢の再教育を行う。
抗癌剤治療を行う場合、指示は内服薬を含めたプロトコールを出してもらうよう、医局側へ要望し
た。

コッヘルの使用については、病棟内で統一することとした。

１ 再度確認を行う。

指示とり時のリーダーとスタッフのダブルチェック、各勤務スタッフのカルテ・カーデックス・紙の確
認
１ ナースコールで知らせてもらい排尿時に介助する。 ２ 尿器を設置した。
確認を徹底する。
指示簿による実施、確認の原則が疎かであった。患者の状況を把握した上で、看護処置であると
の意味を考えて行動する。
退院処方を確認したフリー担当の看護師からは受け持ち看護師への退院処方があることの声掛
けがあった。当日リーダーである私の最終確認の声掛け（患者に渡し忘れの物がないのか）、私
自身も確認が必要であった。 そして、当日受け持ち看護師の退院時渡すものを患者様に渡す前
に最終確認が必要であったのではないかと考える。
カーデックスの確認方法の検討。（早く着て落ち着いて情報収集し、申し送りの際は2度目の確認
の意味でデックスを見る）血糖チェック後、スライディングを施行する前にもう一度指示を確認する
ように意識する。患者の血糖コントロールの状況をカルテで確認した上で部屋に入る。
１ 食札の表示を良く見て、トレーに載せる。
トリプルチェックを実施しているにも係わらず発生しているため個々が責任を持ち確実に確認施行
する
チューブが抜けかけている時は無理に再挿入しない。一端抜去してから、入れなおす。 胃の中に
入っているかの確認法はエアの確認だけでなく、吸引し内容物も見る。

業務改善委員会により与薬業務手順の遵守を働きかける。 与薬業務手順については、１ヵ月後
再検討予定。
自分で思い込んだことが問題であり、チームの誰かが途中までやっていたとしても最初から最後
まで一連の確認は必要であるということを本人と面談した。また、振り返りをさせて理解させた開通
シールに関しては病棟全体で再度確認した。

実施を行なったら必ず誰でもわかるような表示をしておく。
説明用紙を記載したら説明しながらもう一度患者様と共に内容を確認する。

１ 変更の際はすみやかにオーダーを変更し、その旨を口頭でわかりやすく伝えること。 ２ オー
ダー締切り後は次回の食事からでもよい場合は次回からとする。
開始日の記入はされていたが、日付を誤認した。声だし確認を徹底する。

本年４月に新規導入した機器であり、操作に不慣れな点があった。不慣れな操作を行う場合、前
もって手順書を確認するべきであった。
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具体的内容
○月４日午前８：３０ 他の病院受診予定で、家族の方と一緒に出かけるため、その日の夜勤受け
持ちの看護師Ａが朝の食後薬を家族に渡し、内服をお願いした。家族の方は“８：３０に出かけなく
ては”と焦っていたのかお盆の上に載せていた朝食後薬（薬杯に入っていた）には手をつけず患者
を連れて外出してしまった。患者外出後、下膳しようと訪室したところ、お盆の上に薬杯に入った薬
がそのまま飲まずに残っているのを発見した。
○月５日 ディオバン（40）の指示を（80）で入力し処方箋を発行。○月２９日も間違いのまま処方
箋発行。 翌月○月３日は（40）で処方箋発行。 外来受診後保険薬局より「血圧が高めだと医師
に言われた様だが（40）で良いか」との申し出有り。間違いを発見。
○月5日から○月10日までの処方の内服薬を○月7日で飲みきってしまった。○月8日の朝に今日
から飲む薬がないといわれわかった。入院時の家人、本人からの情報収集では、自宅では自己
管理をしていたが封を切るのが難しいとのこと、また医師よりも自己管理でよいであろうとのことで
で、申し送りでは、「自己管理ですが開封介助要」とメモ欄に入力もし、申し送っていた。しかし実際
は自宅では夫が管理していたと、再度本人に確認してわかった。
○月６日１０時にフランドルテープを貼用の指示が認識不足で貼用できておらず、翌日夜勤の前
に処方箋確認時に気付いた。主治医に報告し、様子観察となった。
○月8日13時30分頃当事者患者に乳腺穿刺吸引細胞診を施行した。施行後看護師より前の患者
に使用済みの針を使用したとの報告があった。 前の患者に対し同様の検査を行った際Ａ看護師
は注射器と器具を適切な位置にセットしていなかった事を私（医師）に手渡した際医師から指摘さ
れた。Ａ看護師は適切な位置にセットしてあとで医師に確認を取ろうと思い、使用済みの注射針を
破棄せずリキャップし器具にセットした状態で置いたまま食事交代に入った。交代時申し送りせ
ず。次の患者の細胞診を行う際、Ｂ看護師は器具に注射針がセットされているのをみてすでに新
しい注射針でセットされていると思い込みそのまま確認せず医師に手渡した。医師は穿刺吸引細
胞診を施行した。休憩から戻ったＡ看護師は使用済みの注射器をセットしたことをＢ看護師に伝え
たところ、すでに次の患者にも使用された後であった。
○月８日１４時ごろ、内科入院中のＡ氏（４５歳）の化学療法の指示が出て、経験２５年目の看護師
が薬剤を薬局で受領し、病棟の処置台の上に置き、他の業務についた。別の看護師により、薬品
庫に保管した。○月９日９時ごろ、主治医が薬剤準備をしようとしたところ、化学療法の薬剤のセッ
トの中に冷所保存のデカドロンが一緒に保管されていたことに気づいた。
○月８日９時半ごろ、心療内科入院のＡ氏（６７歳）に内視鏡室より胃ファイバー検査に来るように
連絡があったため、検査台帳を確認したところその日の検査の予定になく、検査指示簿にも記載
がなかった。コンピューターの予約を見たところ、検査予約が入っていた。欠食していなかったので
検査は施行できなかった。
○月８日開腹手術施行、硬膜外に持続注入となる。手術室よりインフューザー（０．２５％ ８０ｍｌ
＋レペタン２Ａ）２ｍｌ／ｈ接続されていた。術後指示ＰＣＥＡボタン装着にて病棟帰室時装着開始す
る。ダブルチェックにて装着するも回路不適切により薬液投与されていなかった。翌日、日勤帯に
正確に注入されているかの観察を怠ってしまった。

背景・要因
改善策
早番・夜勤の職員とも他の患者の下膳や洗面に追われて忙しい時間帯であったこと。 協力的な 服薬は家族まかせにせず、医療者が直接服用させる。また、やむを得ず家族に任せるときはその
家族であり、朝の食事介助から外出の準備の全て服薬を患者の家族に任せ、出発時も確認しな 後必ず確認すること。
かったこと。
月末月初の繁忙期と処理速度のみに気をとられ、確認が充分に行えていない。

入力時の確認と処方箋確認のダブルチェック。

入院時の情報収集が不十分であった。 前日に内服管理について考慮すべき点があったが、対
処していなかった。

配薬とする。 入院時の情報収集を家族、本人より間違いなく行う。

１０時に貼り替えるという指示を認識できていなかった。 患者の疾患や内服薬・処方の理解が不 身体疾患を合併している患者の疾患・内服薬・看護の理解を見直していく。
十分だった。
使用済み注射針の破棄が行われなかった。 使用済み注射針にて適切な位置に器具にセットして 使用済みの注射針は医師が捨てるようにする。 伝達・連携の不備を改善する。 放置器具を未
いた。 食事交代でそのことの申し送りがなかった。 交代後の看護師は自分でセットして医師に 確認でそのまま使用しないようにする。
手渡さなかった。すでにセットしてある注射器を新しいものと思い込み確認しなかった。（通常は医
師の指示のもと看護師が新しい注射器で器具にセットするのが常である。）

１ 薬剤を受領した看護師が他の業務で忙しかったために処置台の上に置いたままにしていた。
２ 別の看護師が薬剤を確認しないままに保管した。

１ 薬剤受領者が薬剤保管を行う。 ２ 業務が重なり他のスタッフに業務依頼する時には内容の
確認も保管する看護師に依頼する。

１ 医師がコンピューターの予約のみ入力し、指示簿に記載していなかった。

１ 検査予約時にはコンピューター入力だけでなく、指示簿にも必ず記載してもらう。

手術帰室後、１５時５０分早送り可能器具装着する（接続時同職種者とダブルチェック施行）。翌 インフューザー内の残量をマジックで記載することを徹底する。
日、嘔気症状あり医師へ報告、１４時薬液（ドロレプタン１ｍｌ）注入する。インフューザートータル量
８２ｍｌであり約１日半で終了となることは認識していたが、正確に注入されているか観察の視点は
持っていなかった。日勤帯での残量記入の未実施。患者様の術後痛がないということで過信して
しまった。
申し送りに使う新しい看護サマリーへの記載（伝達）がされていなかった。その他の確認の問題。 看護情報への入力を行い、情報の共有する。 移床する際の残薬の確認を徹底する。.
連絡・報告システムの不備。看護職間の連携不適切。
ＰＣＡ持続注入されている患者様の残量チェックを１回しか行わなかったこと。（２０時３０分）接続 知らない者同士でのダブルチェックはしない。ＰＣＡ接続と残量チェックは各勤務徹底すること。
の確認をしなかったことが原因である。知らない者同士で接続をダブルチェックしたらしく、それも
原因の一つと考えられる。

○月８日観察室で与薬箱を整理する際、○月６日に退室した患者の薬袋を発見する。○月７日か
ら与薬されるべきコートリルが与薬されていないのが判った。
○月８日準夜で患者様のＰＣＡの残量を油性マジックでチェック（２０時３０分）したが、接続は確認
していず。痛み訴えなく経過。翌日準夜２日目、ＰＣＡの固定が外れており、固定しなおすためガー
ゼ広げると誤って接続がつながっていた。ＰＣＡの残量も見ると減っていず、昨日準夜で書いたあ
との記載なく、一滴も持続で入ってなかった。
○月９日 １３時に退院された患者様に睡眠導入剤、下剤を返すことを忘れたことに日勤帯終了時 確認不足（他の内服薬は渡したが症状時指示の薬まで確認しなかった）
に他の看護師より指摘を受け気付いた。その後、家族へ連絡を取り自宅まで内服薬を届けた。
○月９日（火）の夜勤看護師が経管栄養後、内服薬を準備しようした時、Ｔ患者の配薬ケースの中 配薬ケースが上とで近いこともありセット時に見間違った。 薬剤科から「できるだけ早く」との言葉
にＫ患者の薬が入っていることに気づいた。配薬ケースを確認を確認したところ、○月９日（火）
に焦って作業してしまったこと
夕ー○月１１日（木）昼までの配薬ミスを発見。患者に注入する前に気づいたため、誤薬はなかっ
た。○月９日（火）ー○月１１日（木）までの配薬ケースへのセットは○月５日（金）の日勤帯で行っ
た。１６時頃薬剤科から「定期処方の袋をなるべく早くおろすように」との連絡があり焦ってしまっ
た。
11時15分に停電警報が鳴り駆けつけると、電源がoffになっておりすぐにコンソールへの供給電源 機器の採用、管理の問題 コンソールのパワーユニットの故障
を切り替えたが復旧せず、コンソールの以上と判断しすぐにコンソールの交換を行なった。 交換
の判断が遅ければ、患者さんへの影響（血液凝固等）が起こったと予測できる
11時30分インスリン注射後伝票にサインをしていなかった為、他の看護師が再度施行しインスリン 施行後伝票にサインをする行為を怠った。看護師間の伝達不足。
を２重に施行してしまった。（カルテにサインするのを忘れる事が多い為、先にカルテにサインをし
た事で伝票にサインをしたと勘違いしてしまった。）即経管栄養を開始し主治医報告。２時間後の
血糖測定の指示あり、値を報告した。
１１時３０分すぎ、薬局より高カロリー輸液が上がってきた。この患者さんは,本日からＩＶＨのレイン 点滴のルートの確認を怠って、あせって、思い込んで行った業務のインシデント。ＩＶＨが入ってい
で高カロリー輸液がいく予定であったため、ヴュイーンＤが繋がっているボトルを高カロリー輸液に ないこと、本日入れる事も知っていながら、直前で、忘れたり,思い込んだりする。
交換した。しかし、それは末梢血管ルートであった。ＤｒがＩＶＨルート確保のため訪室して気付い
た。１００ｍｌ末梢から滴下されたが、静脈炎は起こらなかった。
１１時３０分頃胃ろう患者Ａ氏の準備をして施行する。夕方胃ろうの準備をしていてＡ氏の分が無い Ｂ氏の次にＡ氏をしたため、なんとなく２パックと思い込み。
のに気付く、昼に２パックしてしまった。夕はさゆのみで済ます。同じ胃ろう患者のＢ氏は２パックで
あるため、思い込みをしてしまう。
１１時３７分受付の患者様。診察開始の１３時まで痛みがある中診察を待たれる。その間看護師よ 確認不足。
り症状の確認がないまま不安を与えてしまった。
11時45分頃、患者を訪室し、排液ボトルに溜まっていた排液を破棄した。その際三方活栓を閉め 破棄した後の操作忘れ。 最終確認の忘れ。
たが、その後開放にするのを忘れ、14時30分頃にチューブの造影検査の際に主治医により、その
事を発見され病棟に連絡があり気がついた。
11時55分頃同室者の家族からドンと物音がするのでと知らせがあり訪室するとベット柵をはずし 活動量が増えてきて予測出来ない行動がある事にたいして注意が足りなかった 回復過程にお
ベット上に置いて床に座り込んでいる所を発見床にはラップ・くし・お皿が散乱していた。 看護師 いて変化を早く察知して、患者様の欲求を満たし安全な環境を提供する。
が立ち上がらせ車椅子に座り全身状態の観察をして、異常認めず当直医に報告。 経過観察とす
る。
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退院時には指示シートをよく確認し渡し忘れがないようにする。
日勤帯の忙しい時間帯に薬付けの作業をしないよう業務内容を検討してみる。 定期処方箋はあ
まりギリギリにならないうちに薬剤科へ提出する。

業者への調査依頼 保守管理の方法の検討
施行後すぐに、患者の側で伝票にサインをする。施行した事を他の看護師にも伝達する。施行後
はすぐにサインをし、トレイを所定の位置に置く。
確実に確認を取ることを指導した。

声を出して確認するようにする。
常に待合を確認し長期間同じ患者様が待っていないか観察を行う。
患者の処置や、何か操作をすればやはり確認をする。もう少し頻回に訪室もできれば、早くに気が
付けたのではないかとも考えられる。
痴呆、不穏状態が強く、活動量が増えている患者。常に見守りが必要だと思っていても、実際はだ
れの見守りもなく転倒している。土日体制は、人数が少ないことは理由にならず休憩に入るにして
もスタッフ間の連携により安全の確保がされてから、休憩に入るべきである。休日であるからこそ
緊張感を持って勤務するように！ 御家族の来訪により発見された様子ですが、レポートには
カーテンを開けると床に正座する姿で座っていた・・・活動性が高く痴保にて認識・理解力の低下し
ている、常に見守りが必要な方が、日中カーテンをしていた意味と危険性を分析して検討して下さ
い。
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具体的内容
１１時５分から透析を開始した。３０分毎に観察していたが１５時５分の終了時にＮＧーＴを抜き手
に持ってた。
１１時から１９時までの持続ＤＩＶ施行中の痴呆患者が抑制を外し、クレンメを全開し、短時間でＤＩＶ
終了してしまった。バイタルチェックし、ＤＩＶポンプで管理。頻回訪室し、観察。
１１時から翌日の１１時まで持続で滴下するはずの薬剤を当日の２３時までと勘違いし倍の速度で
滴下してしまった
１１時ごろ転入してこられ昼食ご食事量チェッのため訪室すると床に滑り込んだ状態で発見本人に
確認。車椅子よりベットに移ろうとして滑り落ちたとのこと外傷などなく疼痛もない
11時と17時の血糖チェックとインスリン注射をし忘れて帰ってしまい、残っていた他の日勤者が気
付き、17時の血糖チェックとインスリン注射を行なった。
１１時に頃、９時に行うはずの点滴が残っていた。名前を見ると退院している患児の点滴であっ
た。おかしいと思い、似た名前の患児が入院していたため、もしかしたらと思い注射処方箋を確認
すると、まだ実施のサインがなされていなかった。受け持ちの看護師に確認をすると、９時に行う
はずの点滴のことを忘れていたとのこと。患児には１１時に正しい点滴を行った。
１１時に主治医と確認し血小板の輸血を開始した。１０分後に閉塞のアラームがなったためルート
を確認するとフィルターを通すように接続されていたためフィルターが閉塞していた。ルート交換を
行い輸血を開始した。
１１時の血糖チェックがあることに気付かず施行し忘れた。
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背景・要因

改善策
失見当識のある患者であったのでもっと頻回に訪床する。

患者状況に合わせた抑制、観察等の問題点

頻回訪室、効果的な抑制施行、ＤＩＶポンプの使用。

自分自身のチェックが十分出なかった

滴下を合わせる際にカルテ処方箋薬液ボトルに記載してある時刻の確認を十分に行う

病棟間の申し送りに問題があったと考えられる。

他の病棟より転入した翌朝であった。高次脳機能障害が゛あり、今後もスタッフ全員で注意してい
く。
血糖チェックとインスリン注射が必要な患者様だとはわかっていたが、朝カーデックスなどで情報 モジュール型での看護を行なっているので、同メンバーでお互いに確認し合う体制づくりが必要で
収集や確認することを怠った為うっかり忘れてしまった。
ある。
９時に行う点滴を発見者でもなく、受け持ち看護師でもなくほかの看護師が混注していた。 混注 ダブルチェックを書確実に行う。 受け持ち看護師が責任を持って混注を行う。 時間注射の時間
を行った看護師の確認が不十分であった為、退院した患児の点滴を混注していた。 受け持ち看 が患児によってバラバラである為、病棟で統一できるように検討する。 時間注射を忘れないよう
護師も点滴があることを確認していなかった。 ダブルチェックを確実に行っていなかった。
に、ワークシートなどに分かりやすくチェックを行っておく。
医師が施行するため大丈夫との思いがあり看護師はフィルターの確認を怠った。 医師は小児の 輸血マニュアルの統一したものを作成する。 フィルターを通すか通さないかのチェックを事前に医
血小板輸血が初めてで成人のやり方でよいと判断した。
師と看護師とで行う。

１１時の血糖測定をし忘れてしまい、食後に気が付いた。

Ａ氏自身にずっと付いていたにもかかわらず、その行動にはらはらし気を取られていたため。

１１時の血糖測定を施行し忘れた。食事終了後に測定忘れに気付き医師に報告。経過観察の指
示をもらった。
１１時の注入時に内服薬を注入していないことを夕方気付く。１日１回の注入であったので夕の内
服と一緒に注入した。
１１時はエンシュアをいかないと行けないのにミルクを準備注入、１２：３０巡回時色が違うことに気
が付き間違いがわかる。次回の注入時エンシュアを入れる調整した。
１１時より化学療法開始し、１時間で１番目終了し２番目は１２時より開始のため残り番の看護師
に追加を依頼し昼の休憩に入った。依頼する時に５０ｍｌシリンジを２ｍｌ/時間でという指示を誤っ
て２時間でと伝えてしまった 残り番のナースは依頼された内容を自分で確認せずそのまま２時間
で実行してしまった。
１１時胃瘻より経管栄養施行する。本来白湯３００ｍｌのところＥ６２００ｍｌと白湯１００ｍｌを注入。１
２時残量２００ｍｌにて間違っていると報告を受け中止。医師に報告白湯２００ｍｌ注入する。腹部症
状なし。
11時過ぎに検温のため訪室。床頭台上に本日分の朝薬が置いてあった。本人に確認すると、「他
病院からもらっている内服薬と同じ薬なのに、3種類のうちの一つは0.5Tになっているので、これは
飲まずにとっておいて、どうしてなのか聞きたくて持参薬を飲みました」と報告あり。
１１時血糖チェックで受け持ち患者の血糖測定を忘れた。食事をすでにしておりＤｒ、Ｃａｌｌにて血糖
チェック、スライディングスケールに従ってＨＵＲ４単位皮下注射となる。
11時頃胃婁より投与する内服を準備する際、他患者さまの食前薬を当患者様の分と思い込み薬
を取り出した。そのまま溶解し投与する。

血糖測定の一覧表に名前の記載がなかった。

主治医に報告し、指示通り１５時に血糖チェックする。基準に従って内分泌指示書を黄色の板に挟
む。血糖チェックもしっかり申し送る。始業時の指示チェックを見落とさないようチェックリストと指示
書は分けて挟むようにする。使用済みチェックリストや書類は速やかにカルテの決められた場所
へ挟み整理しておく。
１１時にやると事前から確認していたことなので、その時間の少し前に患者を自室に誘導し、自分
自身も落ち着いてから、今何をすべきかを考えて一呼吸おけば良かった。
血糖測定の指示がでたらすぐに一覧表へ記入する

患者の与薬認識

薬袋出すときは、食後薬、時間薬確認しながら準備する。

ホワイトボードのミルクを見て思い込んでしまった。しっかり確認しなかった。
確認のマニュアルが守れていないこと 化学療法の知識不足（依頼された方の看護師は新人で
あったため教育の問題もあり）

準備時、しっかり示唆呼称確認にて調剤を行う。患者の注入プランをベッドサイドにも記載して吊し
ておく。
実行する看護師は必ず注射ワークシートかパソコン画面で確認すること（マニュアルを確実に実行
する） スタッフ全員が化学療法に対して知識を深める

思い込みをして確認したつもりになっていた。業務が忙しく他に気を取られていた。

思い込みをせず、栄養調剤表で呼称確認をして行う。
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観察不足

内分泌指示書が決められた黄色の板にはさんでおらず、他のチェックリストや指示書の奥に挟
まっていたため、始業時点検の際に気付づけなかった。

本人は、当院の内服薬が他病院の薬と種類も薬品名もすべて全く同じ薬だと思い込んでいて、持 持参薬はすべて薬袋ごと預かった。当院処方の薬を内服することを指導。薬について聞きたいこ
参薬も持っていたことが考えられる。
とがあれば、薬を受け取った時点で渡した看護師（薬係）に確認するよう指導。内服の確認。
インスリン指示書入れに入ってると思い込み、カーデックスで確認しなかった。

カーデックスで再度確認する。

患者様の薬棚が上下２段にあり、患者様同士の名字の1字と下の名前の1字が同じであったた
め、同一患者様と思い込んだ。

上下に並んでいた薬棚の配置を変えた 注入の内服薬がある場合、ラウンドする前に名前を記入
したカードと一緒に薬を準備する。 内服を投与する時には氏名・薬剤名・投与時間の３回確認を
徹底する。 なぜその薬がでているのか考えながら投与する。
マニュアルを守る。（除水完了時点で、除水を切る）

11時頃予定除水量400ｍｌ完了した時、時間除水を０にすることを忘れ回収タイマーをかけてその 基本動作である、除水完了時点で除水を切るという動作が守られていなかった。
場を離れた。約30分後、他の看護師が除水がすすんでいることに気付き、除水530ｍｌの時点で時
間除水を０にした。血圧低下などなく、予定時間で透析終了した。
11時半頃ナースコールあり、訪室するとトイレ介助を頼まれる。車椅子にてトイレへ行き、「便がで トイレに一人にするという環境をつくったことが転倒の原因になったと考える。
るので終わったらナースコールを押します」と言われたためトイレに一人にした。ナースコールは
あったが、押した後すぐに一人で立ち上がり、転倒して尻もちをついたところを発見する。
11時半頃バイタルサイン測定のため訪室する．酸素3リットル（人工鼻）SPO2 67ー72％ 呼吸苦 酸素チューブの接続の確認が不十分であった．
なし．自覚ないと．末梢冷感軽度一部みられる所もある．チアノーゼはなし．医師へ報告．指示に
て5リットルへUｐし経観．SPO2上昇みられず．12時前Drにて血ガス施行．PO2 35mmHg，PCO2
58mmHg．指示にて酸素全開とする．採血，レントゲン，EKG施行．酸素改善みられずレスピレー
ター準備する．12時50分ナースコールあり．他看護師にて吸引施行．そのとき，酸素チューブの途
中の接続(ナザーレとグリーンチューブの接続） はずれていることに気付く．接続行ないSPO2
徐々に上昇あり．酸素徐々にdownする．酸素3リットルにてSPO2 93ー94％ その後昼食摂取さ
れる．医師にて診察ある．
○/11から3種類の点眼薬（バクシダール,リンデロンA,ジクロード）が開始となったが、冷蔵庫にあ 思い込みと指示確認不足。
る2種類の点眼薬（バクシダール,リンデロンA,）を点眼すればよいと思い込み点眼を開始した。しか
し、○/12夕方看護記録を記載時に、指示確認をしたところ上記の3種類に指示であったことに気
が付いた。医師に報告し、ジクロードの点眼開始する。患者には点眼できていなかったことを謝罪
し、医師からの情報で経過は良好であることを伝えた。患者は理解は示してくれた。
○/14手根管外来手術が決定した。糖尿病の既往があり、医師が抗生剤投与の必要性があると 手術が決定した際に、医師が担当の医療秘書に抗生剤の指示があることを伝えなかった。更に
判断し注射の入力を行った。それを医師が診察に付いていた医療秘書に伝えなかった。診察が終 医療秘書もカルテのチェックを行わず、手術当日に抗生剤投与の指示があることを見落とし、申し
わった時に医療秘書もカルテのチェックを行わなかったため、○/20手術当日は、普段の手根管手 送ることが出来なかった。手術当日の担当看護師もカルテを見た時点で注射の指示を見落として
術では抗生剤投与は行わないことが多いこともあり、担当看護師もその指示に気づかず、患者様 しまった。
は抗生剤投与を行わないまま帰宅してしまった。
○/15ＡM1：00頃 ナースステーションに同室患者の方が隣の方が落ちて起き上がれないといわ
れる。訪室すると、ベッドサイドにしりもちをついた姿でおられ、看護師2名で車椅子へ座って頂く。
聞くといつものようにトイレに行こうとして靴を履いて動こうとしたら、靴がすべりしりもちをついたと
のこと。打撲や外傷、疼痛はなく、下肢動きも普段と変わらず。
○/16手術後、初めての食事に5分粥ではなく常食を配膳 された。○/18午前8時から10時まで外
出した。12時には帰院して いたが昼食がでなかった。看護師に苦情を言って食事がでた。○/19
昼頃、喉の痛みが軽減してきたので夕食からキザミ 食を普通食に戻して欲しいと看護師に依頼
したが夕食は キザミ食がでた。

数日前から自己にて車椅子移動をされていたが、転倒の危険があることを十分認識できていな
かった。
医師の入力漏れと、看護師の確認ミス。 看護師は食事を欠食にしていなかった。栄養から食事
が上がってこなかった。 依頼を受けた看護師の入力ミス。
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左片麻痺があること、まだリハビリ中で看護師の介助が必要なことを十分に説明し、移動時は必
ずナースコールを押していただくよう説明する。トイレ時は一人にせず必ず付き添う。
酸素流量計のところから患者の酸素吸入部位の所まで，はずれたり，ゆるんでないかルートをた
どって確認する．

ワークシートに3種類の点眼薬があることを記載する。 点眼する前にカルテで指示確認する

手術が終わって、患者様が帰宅した後に注射が投与されていなかったことが分かり、主治医に報
告した。内服で抗生剤が処方されていたためそのまま様子見となり翌日再診となった。 担当看護
師又は医療秘書はカルテを返す際に必ず指示のチェックを行い、指示の見落としを防ぐようにして
いく。また、記事を再確認し普段と違う指示があった場合にはその場で医師に確認を行う。 医師
は、普段と違う重要な指示が出た場合は、必ずその日の担当看護師又は医療秘書に口頭で指示
を伝え、文書で残るようにカルテにも記載をしてもらう。
夜間で寝起きであったため、集中力が低下していたとも考えられる。再度車椅子の使用方法をし、
すべり易い履き物ははかないように注意していく。
入院時、手術のオリエンテーションをした看護師が、術後の食事の入力の有無と食事の内容を確
認する。 栄養科は指示のあった食事を確実に提供する。 入力方法を確実に習得することと、入
力後の確認を行う。
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具体的内容
○／１６中に調剤した○／１７付の定期処方で、リーバクト顆粒１日３包２１日分処方で、全部で６
３包処方しなければならなかったところ、全部で２１包しか調剤しなかった。不足に気付いた患者よ
り病棟看護師に連絡。病棟看護師より薬局に連絡があり間違いに気付いた。すぐに不足分の薬
品を病棟に届ける。患者に直接謝罪した。
○/17(金）にオーダーするべき血液検査を○/24（金）にしてオーダーした。
○/18 15時にデュロテップパッチ（5mg・2.5mg）を張り替える予定であった。当日午後より他の患
者が緊急にトロッカーを挿入する事になり、MTと準備とし、15時頃予定となった。昼の検温に回っ
た後、残りはデュロテップパッチのみを残した状態であり少しカルテ整理しようとしたら、トロッカー
患者の主治医から早急にルート確保の指示を受け、実施する。その後すぐトロッカーとなり、急い
でTV室に向かう等バタバタしており、デュロテップパッチ貼付を申し送らず、その日は過ぎた。翌日
カルテチェック時に張り替えに気づき物の有無を確認したら有ったため、総リーダー報告。Dr報告
し貼付の許可を受け、○/19 11：30貼付となる。主治医には貼付した翌日に報告となった。
○／１８肺水腫・肺炎・慢性腎不全にて入院され、ＣＨＤＦを施行中の患者。注射伝票で点滴速度
は○／１９までは４０ｍｌ／Ｈ投与しており、○／２０より２０ｍｌ／Ｈへと変更となっていた。ルチーン
では２４時に点滴交換しており、その際に点滴速度も変えていることになっていた。しかし点滴交
換はされておらず、点滴速度もそのままであった。前勤務看護師に確認すると、「リーダー看護師
に確認し、交換はしなくていい」との返答であったが、点滴速度についての確認をしなかった。（出
納バランスの計算をしめるのが６時のため、その時期に点滴速度を変更すればよいと自己判断し
て確認しなかった。）３時頃、リーダー看護師より点滴速度を変更していないことを指摘され、その
後すぐ２０ｍｌ／Ｈ投与するよう設定変更した。その後医師に報告。経過観察となった。
○/1は婦人科のOPが２件あり、私は２件目（15時）にOP予定の患者を受け持っていた。2件目以
降のOPは、1件目のOPの状況により、開始時間が前後することは知っていたが、普段は事前に連
絡があるため、OP室からの連絡を待っていた。しかし、この日は、14時になっても連絡がなかっ
た。そのため、近くにいたスタッフ2、3人に訊ねたが、誰もタイムフリーの連絡は聞いていないとの
ことだった。そのため、予定通りに移送すればよいのだと思い込み、OP室に問い合わせないまま、
14時30分に前投薬を済ませ、14時45分に患者をOP室に移送した。OP室に到着してから、OP室看
護師よりタイムフリーであったことを知らされ、前室にて、患者を約20分間待たせてしまった。

背景・要因
改善策
通常定期処方は７日分の場合が多く、今回は年末年始の休暇や祝日のために２１日分処方され 日頃はもちろん、特に年末年始やゴールデンウィークに関る部分は注意するよう再度教育した。
ていたのに、思い込みで調剤してしまった。処方監査も同じく、何の疑問も持たず通過してしまっ
た。
急いでおり、日時の確認を間違えた。
カレンダーを見て、オーダーする習慣をつける。
緊急の処置が入ったために重要な事を忘れてしまっていた。また、申し送らずきていた。 麻薬申 緊急な場合でも必ず、何が残っているケアはないか確認し行動に移すべきであった。 麻薬申し送
し送り時にも気づかれなかった。
り時には必ず日時も確認する

肺水腫で除水を行なっている患者である為、指示量以上の輸液をすることで、効果的な除水がで 当事者はあまり受け持ちをしたことのない科であったが、不安・不明な点があったら、医師・他のス
きず肺水腫悪化につながるため、点滴投与量は大切であり、注意深く行なう必要があった。
タッフに相談しながら施行するよう指導して事故防止に努める。また他のスタッフにもカンファレン
ス等で事故の共有化をはかり、同じ勤務帯のスタッフ同士で話し合い、関りを持って環境作りをし
ていく。

確認不足（OP室に入室時間を問い合わせなかった、OP室からの連絡の有無を2、3人のスタッフ
にしか聞かなかった、ファックスを確認しなかった。）

２件目以降のOP開始時間が不明瞭な場合は必ずOP室に問い合わせる。連絡を受けた者は必ず
担当者に申し送る。担当者が不在の場合は分かりやすい場所に、タイムフリーの連絡を提示して
おく（OP前の点滴のところに分かりやすい文字でメモを残すなど）

○/20朝の採血で茶生化、プレーン、ＣＢＣの指示が出ていたが、茶生化、プレーンの検体しか
採血を行うときにスピッツとラベル、指示表とを確認していなかった。スピッツの置いてあるところを
取っていなかった。日勤者にＣＢＣのスピッツがラベルをはったまま残っていることを指摘される。 一度見てとっただけで、その後取り忘れがないかも確認していなかった。
発見後、日勤者に採血して検体を提出してもらうこととなる。Ａラインも入っておらず,採血の難しい
患者様であった.
○/21、眼科受診、UCG予定だったので、患者と共にｶﾙﾃを検査科へ提出。検査担当者に眼科受 UCG検査後、依頼した看護師に眼科受診があることを伝えてなかった。又、検査担当者にも伝え
診の件を伝えてなかった。夕方、眼科受診の呼び出しあり、未受診に気づく。翌日、受診となる。 てなかった。看護師間及び検査担当者との連携不足。
○/21からゾビラックスを３錠毎食後で内服中であり、○/31夕で中止指示が○/23に出されていた 情報不足
が、処理の欄に押印がされていないことに○/31準夜への申し送り時に気がつく。 その後、患者
のところに説明に行くが、既にゾビラックスの薬袋が無いことに気がつく。当直医に報告し、本夕だ
け内服しても効果のないとのことで○/31昼にて中止となる。
12/22 2時40分 栄養注入中であった本児が、自己にて顔の向きを変え挿管チューブを引き抜き、 体動が激しいため、頭部や体幹のポジショニングをしっかり行ったが、十分ではなっかたと考え
事故抜管しているところを発見した。すぐに栄養を中止し、当直医にて再挿管となった。本児の状 る。
態は抜管・再挿管後も特に著変はみられなかった。
○／２２の３：００巡視時、入眠中。同日３：３０患者自身が室内トイレに歩行器で行こうとして、殿部 もともと腎不全のある患者で、夜など尿器使用したり、歩行器でトイレへ行ったりしていた。理解力
より転倒。音がしたため気付く。負傷箇所がないか調べると、殿部１×１ｃｍ大皮膚剥離あり。出血 に乏しいところもあり、１人で動こうとしてしまう。この日は巡視の時点で入眠されており、元々尿量
少量。バイタル等異常なし。トイレへ誘導し排尿後ベッドへ戻す。再度バイタルチェックし全身状態 も少ない為、３：００の時点でトイレへの誘導をしなかったが、一度トイレへ誘導すべきであった。
を確認。上司・医師に報告し指示。左殿部に対し、イソジン消毒・ガーゼ保護。経過観察となる。

採血する際には必ず指示表とラベル、スピッツを声だし確認してから行う。患者様に何度も痛みを
与えるということを考えて確認を確実に行っていく。また、準夜勤務者が翌日朝の採血のラベル,指
示表を準備してダブルチェックするようにする。

○／２２胃から空腸吻合術、○／２３ＩＣＵより帰室。ＯＰ前より痴呆症状あり。術後せん妄の可能 不隠の予測は充分にしており、抑制もしていたがもっと頻回な報告が必要だった。また患者および
性は高かった。ルート類などゴソゴソ触れる行動も目立ち、ＯＰ後、家族の同意を得て両上肢抑制 家族に対しても充分な説明ができていなかった。
中であった。１１時、１２時、１４時と訪室。検温実施していたが、１６時前に他の看護師が吸入施行
のため訪室すると、抑制を外し、ＮＧチューブを自己抜去していた。主治医不在であったが、担当
科医師が当直当番であったため直ぐに連絡。抜去のまま様子観察の指示となった。
○/23日勤の12時頃に、混注のシリンジに貼るラベルを記入。チャートには「イノバン、５％Ｔｚ」と記 チャートからラベルへの転記ミスが発端だが、その後複数の人数が関わったにもかかわらず、間
入されていたが、誤って「イノバン、生食」と記入した。ラベルには薬品名のみ記入した。 15時頃 違いを発見出来なかった。ラベルの記入は昼休みの時間帯で、アラームの対応をしながら行って
に別の看護師がチャートをみて薬剤の混注を行い、そのラベルを貼ったが、その時点でラベルの いたため、作業に集中できなかったことが要因と考える
間違いに気付かなかった。 16時にラベルを書いた当事者がシリンジにルートを接続し、交換した
が、その時点でも気付かず、ダブルチェックした日勤担当看護師も間違いに気付かなかった。 準
夜勤務の者と交代した後も、勤務終了時までラベルの間違いに気付かなかった。 準夜と深夜の
交代時に、準夜勤務者が初めてラベルの間違いに気付いた。日勤の混注作成した者がいなかっ
たため、主治医に報告後、新たに正しい内容の混注作成し、接続した。翌朝12/23の混注作成者
に確認をしたところ、チャートをみて作ったとのことで、児に誤った薬剤は投与されてはいなかっ
た。
○/24午前8時、同室患者の食事介助中、患者は、杖でベットサイドに立っていた。主治医が患者 ・杖歩行は自立していないのに、ベットサイドだからといいて、杖で立っていても注意しなかった。
と話をするため声をかけた。患者は主治医の声かけに振り向いたとたん、転倒した。臀部を打った ・患者に1人で杖歩行してはならないことを伝えたいなかった。 ・杖で立っているのに、声を急にか
が、痛みは無く、主治医診察するも経過観察とのこと。
けた事で注意を他にそらせた。 ・主治医に杖歩行がまだ自立していないことを伝えていなかっ
た。
○/24昼食前のBS測定し286mg/dlと高値であったため医師報告し点内にインスリン混注の指示あ 点滴をミキシングする時に指示量を確認していないと思われる
り施行した。その際、持続点滴の残量が予定量より300mlほど多くカルテにて指示量を確認した。
指示には500ml/日で20ml/Hの指示であった。ポンプの流量は指示量と同量であり滴下にも異常
はなかったため再度処方箋を確認した。処方箋には10%TZ250mlに他の薬剤と組成して500ml/日
にする指示であったが前日の点滴更新時に量を間違え10%TZ500mlのまま他の薬剤と組成してい
たようであった。患者は糖尿病あり点滴内にインスリンを混注しており当日朝よりBS値が高値に
なっていた。主治医に報告し直ぐに点滴を更新する指示を受けた。患者には高血糖症状は見られ
なかった。点滴更新後徐々にBS値は安定してきた。
○/27 22：25 大きな声で叫んでいた為、訪室するとベッドサイドの床に坐り込んでいた。
ベッド上でオムツにて排泄を行っているが、「私は自分でする」と言われるも、看護師サイドにて交
換後、尿意再度あり自己にて排泄しようとしたのか、ベッド下に降りて、オムツをずらして排泄した
と思われる。床に放尿あり。

入院前よりの痴呆状態を把握していたうえで、不測の事態に備えて抑制をしていたなど、対応とし
ては適切であったと考える。そのうえで未然に防ぐことは難しいため、観察を強化する以外にはな
いと考え、指導をした。
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看護師間と検査担当者との連携（情報伝達と協力体制）
未来中止指示が出た場合には、マニュアルに沿って確実に処理する。 申し送り時にクリップが挟
まれている場合は、確実に確認を行なう。
栄養注入中は特に観察を十分に行い、腹臥位などにすることで、自己による頭位変換からの事故
抜管は防げると考えられる。
入院から現在に至るまでの間、ベッドサイドに坐りこんだり、１人で行動しようと倒れかけたりする
ことが数回あったため、必ずナースコールをするよう説明したが、自分で判断されることが多かっ
た。観察を頻回に行なうことは必要であり、夜勤帯の観察回数を増して事故を防止するよう指導し
た。

出来るだけ、集中してラベル記入が行えるように環境を整える。 記入時も声出し確認を行う。 転
記は間違うとミスを招く原因になるため、ラベル記入の内容等検討が必要。

・杖歩行は必ず看護師とともに行なう。 ・患者に1人で杖歩行してはならないことを説明する。 ・
主治医との情報交換を十分にする。
直ぐに主治医に報告し点滴を更新した

22：30 当直医へ状態報告。以前にもベッドより降りた事があり、頻回の訪室観察が必要だったと
思われる。
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具体的内容
背景・要因
○/29に私がリーダーで主治医にＤＩＶの変更を（腎内の医師の指示にて）依頼したがその時点で 医師間のコミュニケーション不良指示確認の不足・思い込み
（コンピュータ入力）きちんと取り消しなども行ってもらっていなかった為に、それ以前のオーダーが
残っていた様でその注射箋をもとに関わった看護師がＤＩＶを行った。そのためオーダー変更前の
補液が（T3のところソリタT4）いってしまった。主治医に入力してもらう時に取り消し分のＤＩＶの確
認がきちんと出来ていなかった。夕それ以前に腎内の医師にその時点で直接オーダー変更入力
をしてもらえばよかったと思う。
○／３０交換予定のデュロテップパッチを１日早く交換してしまった。○／３０の深夜勤務で気付
交換日の思い込みによる事故であり、確認が不十分であった。麻薬の重要性を再認識する必要
き、医師に報告。様子観察となった。
がある。
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改善策
指示確認の再教育

交換日の申送りは、毎朝行なっており、本人の思い込みでの出来事であった。チームのワーク
シートの、年末年始の書き換えを行った際、その記入欄を２９日のものであると思い込んでしまっ
て起きた事例である。交換日の確認を明確にすべきで、保管の薬袋にも交換日の記入がなかった
ことも原因の一つであると考えられる。具体的には・保管する薬袋に交換日を記入。・朝の申送り
「誰が担当するのか」を確認する。・準夜申送り時に再度確認する。
指導を徹底

○/4 12：00からソリタＴ1から高カロリー輸液にきりかわった。この時点で別の看護師が末梢から 教育不足コミュニケーションエラー
つなぎ、14：00頃に自分が気付いた。自分が気付いた時点で輸液を止めておかなければいけな
かったと思った。
○/8患者よりインフルエンザ予防接種を受けたいと言われる。主治医にインフルエンザワクチンの インフルエンザ予防接種を受ける際必要なことをきちんと把握できておらず、主治医が来棟したさ 自分の受け持つ勤務帯で患者様から言われた事、医師の指示などは責任をもち自ら処理する。
オーダーは来棟した際頼んだ。問診表に医師のサインが必要であったことにあとで気付き、主治 い問診表にサインをもらうことができなかった。午後外来が終わってから来棟すると思っており、催 自分の受け持つ勤務帯で処理しきれない時は、確実に実施・処理されるよう、申し送りを確実にお
医へ電話し外来診察中であった為、問診表にサインが必要であることを伝えた。準夜勤務者に申 促の電話をかけることをしなかった。準夜勤務者への申し送りが口頭できちんとなされていなかっ こなう。予防接種に関して予防接種を施行するまでのプロセスと予防接種の副反応を再度勉強す
し送る事にした。情報収集用紙に書いた後、口頭で申し送ろうとしたが、次勤務者がすでに患者ま た。予防接種を行なう際必要な書類をどのようにそろえるか、予防接種を準夜帯で行うことの危険 る。
わりをしていたため忙しそうだと判断し、口頭で申し送りをしなかった。患者に当日接種できず、次 性など十分理解していなかったため予防接種するまでのプロセスが遅くなってしまい、日勤帯で接
の日の接種になることを伝える事が遅くなった。
種することができなかった。
○/917:00頃、LK末期で緊急入院。本日、ﾃﾞﾞｭﾛﾃｯﾌﾟ交換日で次回からの投与日を薬袋に記入した 指示受け後、カルテの実施記録、看護支援システムの入力など作業ﾙｰﾙが守られてない。初期プ 入院後２４時間以内にｹｱ計画を立案する。看護支援ｼｽﾃﾑに情報は入力する。実施後は経過記
が、ｶﾙﾃ記入及び看護支援ｼｽﾃﾑへの入力を忘れたため、交換日が２日遅れた。ややﾎﾞｰとした感 ランの立案がされてない。保清時の観察不足。
録に記載する。
あり、痛みの訴えはなかった。患者及び家族に謝罪。ｹｱ計画未。
○/9右半結腸切除術を受けた患者様で、疼痛緩和の為PCA使用していた。予定よりも早く終了し PCAを準備する際、2人以上の看護師で確認していなかった。
PCAセット時の確認、各勤務帯での確認を徹底する。
た為、○/11 18時50分頃抜針したところ、ワンプッシュ部分がロックされておらず、1h毎にワンプッ
シュされた状態であったため、予定より2日程早く終了してしまった。
12:00頃、A看護師は医師より急患の連絡を受け、救急室に急患メモを残していた。13:30頃、外科 救急室は４名の急患で混雑して、急患ﾒﾓがｶﾙﾃ・ﾌｨﾙﾑなどの下になっていた。急患連絡を受けた 救急室責任者を決め、連絡体制をｼｽﾃﾑ化する。急患連絡を受けたら、急患ﾒﾓを取り、急患ﾎﾞｰﾄﾞ
受付に直接「お願いします」と紹介状を男性が提出された。B看護師は急患の連絡の有無を確認 A看護師は午後は放射線科勤務で不在だった。救急室担当看護師がAM・PMと交代する。外来診 に貼る。救急責任者・総合受付・交換手に連絡する。時間内の連絡なし急患の場合は、当番医に
するが不明にて、外来診療は終了したことを説明・帰宅してもらった。14:00頃、C看護師が急患ﾒﾓ 療後の患者さんの受診状況の確認が不足。又、医師に報告をせず帰宅させている。
連絡し、指示を受ける 診察時間外の患者対応は、受診状況を確認し担当医に連絡する。
に気づき、帰宅させた患者であることに気づき、紹介元を通して自宅に電話するが、「今は痛くな
いので受診しない」といわれた。16:00頃、医師の指示で外来師長が患者宅迄迎えに行き、17:00
頃、診察・検査後、入院となった。
12:00頃、昼の配膳前に「昼の内服薬はありません」と妻に伝えていた。１４：００頃、訪室時に朝の 看護室管理薬とすべきだったのか？家族への説明後、理解されたかの確認が不足していたの
家族指導（看護師と一緒に管理→家族での管理へと移行する）
内服がなく、妻に確認すると「食事を食べてくれたので、うれしくて自分が朝食を取ってなかったの か？
で、朝食と勘違いして飲ませてしまった」と過剰与薬が判明した。
12:00頃より昼食のため端座位をとっていた。１３：００頃、同室者のｺｰﾙでﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞの床に座り込 ポータブル移動などADL拡大が進んで来ている段階なので、自分で動き出す可能性をアセスメン 患者のADL状況に応じた食事援助の工夫（食事時間は３０分前後と考え、長時間放置しない）
んでいる患者を発見。（ｽﾙｽﾙと滑るように座り込んだとのこと。長時間の座位はきつかったので ト必要であった。長時間（１時間）、端座位を取らせている。
は？）
12:00昼食後、臨時薬のカマを服用。14:30夕方からの追加臨時薬カマを重複与薬してしまう。
排便が3日間無かったことにとらわれ昼食後に与薬していたことをしっかりと把握していなかった。 申し送りの徹底。与薬時には指示の確認を行なう。
15:00重複したことに気づく。患者様の様子を観察。排便、腹痛なし。15:30主治医報告。排便3日無 確認、判断ミスが生じたための誤薬だったと考える。与薬看護師が違っており申し送りの不十分か
いことを伝える。主治医「特に影響ないでしょう。夕食後も服用させてください」との指示あり。
ら起こったと考える。
１２：００配膳後患者家族より食事が来ていないとのこと。外来で食事入力が済んでいたので栄養 システムについての理解不足。システムについてのマニュアル作成。
システムを理解する。
科に連絡しなくても食事が来るものだと思い込んでいた。栄養科に連絡すると「オーダーリングと
電話連絡の二つがそろって定時に食事を下ろすようにしている。」とのこと。そのあとすぐに食事を
おろしてもらった。
１２：０５分頃、外来受付で受付業務を行っていたところ、受付前で待たれていた患者とそのご家族 患者の診療内容をきちんと確認しなかった。 受付にいる医師・看護師に確認を取らなかった。 患者から何かを尋ねられたら、ＰＣ画面とカルテなどで確認する。 自分一人では分からないこと
の方から、「食事に行ってきていいですか」と尋ねられた。 本人の確認と当日の診療内容の確
は、医師か看護師に尋ねる。
認のため画面で当日の診療内容の確認を行ったところ、ＣＴの結果待ちのようだったので、そのま
ま食事に行っていただくようご案内した。 その直後、その患者が、当日の午後からERCP検査の
為入院の患者であることが判明した。 （看護師がそのことに気づき、患者様がお食事を食べる前
に急いで食堂まで止めに行ったので、食事を食べることはなかった）
12:12救急室に狭心症の急患あり、Drは患者・家族に病状説明及び本日心ｶﾃの説明をされてい 他の急患を見ながらの対応をしていた。指示だし、指示受けが曖昧で、医師と看護師間の連携不 外来看護師とICU看護師（救急室を支援）間及び医師との連携。緊急口頭指示受けと指示出しの
た。12:50Drに確認しﾗｸテック５００ｍｌでﾞﾙｰﾄ確保・採血などを実施した。別の急患あり、脳外科外 足。循環器疾患の薬剤に対する知識が不足していた。
情報伝達の徹底。
来にｽﾄﾚｯﾁｬｰを移動。１５：２５心ｶﾃのためDSA室へ移送した。15:55頃、他Nsが注射処方箋が出
力され指示が出ているのに気づいた。（ﾍﾊﾟﾘﾝ5000E＋ｼｸﾞﾏｰﾄ48mg･12h混注指示）16:00指示薬剤
の投与開始となる。
12:12頃、Ａ病棟Ａ室を配薬・配茶の為訪室した。患者Ａはベット右側の足下の方で端坐位で座って 患者Ａは、10時検温で37.5℃の発熱があり体調は良くなかった。自立坐位はとることはできてはい ベット柵は４本使用する。 発熱等体調が良くないときは１人で行動してもらわない。 いつも転落
いて昼食前薬の内服の介助をした。Ａ室の他の患者の配茶等を終え、Ａ室の前の病室であるＢ室 たが立位やポータブルトイレ移動等は介助は必要で状態である。こんな状態の患者に対し昼食直 転倒の危険性があることの考慮し患者を観察していく。
の配茶をしている時にああ「オーイ！オーイ！」と呼ぶ声がＡ室から聞こえ、12:20頃Ａ室にすぐ駆 前の為坐位でいることに対し危険性を感じなかったという判断ミスがあった。 ベット柵が両サイド
け付けた。患者Ａがベット左サイドの床の上で上布団を下にし仰臥位でいるのを発見した。患者Ａ 各１本の計２本だけであった。
は「座っていたがえらくなったので寝ようとしたら身体がベットから落ちてしまった。頭もどこも打った
りしていないし痛いところもない。布団ごとすべった。」と言われた。ベット両サイド各１本ずつベット
柵がしてあったが左サイドの柵のない部分から転落したことが分かった。患者Ａは意識明瞭でバイ
タルも通常と変化無く外傷等もなかった。医師１名と看護師２名で患者とベットにあげその後様子
観察するが特に転落による障害等無かった。13:00当直医の診察を受け様子観察の指示受ける。
その後転落による障害等無く経過されている。
１２：２０ 点滴の輸液ポンプのメタリーを満たす。ダブルチェックを行なう。よく暴れる児であった
・よく暴れる児であり、点滴事故抜去の危険性が予測できていなかった。 ・点滴の固定が不十分 ・シーネ固定など児にあった固定を行なう。 ・予測してケアしていく。
が、その時入眠しており休憩に入る。１２：３０フリーNs児が泣いておりあやしに行くとインサイトが であった。
抜けているのを発見。出血ほとんどなく、周りに薬液漏れた跡もなし。Drへ報告。ルートとり直す。
12:20ナースコールがあり、訪室すると、ベッドサイドに座り込んでいる。娘が付き添っており、娘と 移動時の注意不十分
起きあがるとき、立ち上がるときには、注意してゆっくり動作をするよう指導する。
共に立位介助し、ベッドへ戻る額に5ｍｍ大の創あり。バイタルサイン著変なし。脳神経症状なし。
創部イソジン消毒し、医師へ報告。ＣＴ撮影し、異常みられず。
12:20頃、ﾄﾞﾀﾝという物音で浴室にかけつけると、脱衣所と浴室の間のﾄﾞｱ辺で横になり倒れている 長期間絶食中でセルフケア能力低下のアセスメントが不足していた。
入院時にｱｾｽﾒﾝﾄしてｹｱ計画を立案する。家族任せにしない。家族にｼｬﾜｰ浴介助時の指導。
のを発見（妻が付き添って、ｼｬﾜｰ浴中。本日で２回目だったので、自分で下を向いて洗っていたら
ﾌﾗｯとして倒れた。
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具体的内容
12:25 持続点滴中のルテオニンを更新、一旦電源を切り再度付け輸液量と予定量を設定し滴下し
たつもりであった。12:45コールあり、点滴が落ちていないと本人より申し出あり。他のスタッフが確
認すると設定はされていたが開始されておらず、停止のままであった。すぐに再開した。日勤帯は
症状なかったが17時にお腹が張ると訴えモニター装着。準夜帯当直医に報告、経過観察で症状
おさまり夜間は入眠される。
12：25食事セッティングし自力で摂取されており、その間に他患者の食事のセッティング・介助に
行った。その時、大きなさけび声がし（いつも誰か・・・と叫んでいるがさらに大きい声であった）訪
室すると食事を食べていた患者がベッド足元側の床に右側臥位で倒れていた。13：40再び他患者
の処置をしていると、大きい声でさけび声がし、訪室するとベッドとトイレの間あたりで左側臥位で
倒れていた。
12:30ー14:30の予定で注入中。CZ-HI注入終了後、白湯を注入中から注入終了後の間に、NG
チューブを途中まで約10cm自己抜去した。

背景・要因
改善策
点滴更新時、確認したつもりであったが正確に開始されておらず、輸液ポンプも旧式タイプのもの 設定時は声出し確認。開始されたか必ずスイッチの点灯を確認する。
であったため開始されていなくてもアラームが鳴らなかった。滴下され始めたと思いこんでいた。

しばらく歩いている様子なく、筋力低下がすすんでいた。またアルツハイマー型痴呆ということもあ いずれも転倒発見時、バイタル測定し病棟にいるDrに診察依頼した。1回目は外傷もなく経過観察
り、理解力低下があった。
となった。2回目は左後頭部に隆起みられ、血腫の形成が考えられ、ＣＴ撮影に行く。ＣＴ上皮下血
腫生じているが他問題なく、経過みていくこととなった。頭部クーリング実施する。またベッド4点柵
とした。主治医と相談の結果、家人へ状況報告し、付添いを依頼することとなった。

以前から、点滴ラインやNGチューブ等を引っ張り、自己抜去のリスクが高いため、15ー30分ごとに
観察していた。NGチューブの固定は、手から遠い額側に固定していたが、チューブの反発力で、
大きなループを形成し、引っ張りやすくなっていた。 健側の右手は安全帯で抑制されていたが、
ベルトを引っ張って体が下方向にずれて、顔に手が届きやすくなっていた。
１２：３０昼食後、内服介助したが、昼食後薬でなく夕食後薬を内服させた。内服直後に気がつい 確認不足。すべてにおいて確認することを念頭において業務にあたらなければならないことを怠っ
た。主治医に報告。夕食後の内服中止の指示を受けた。様子観察となった。
た。
12:40ごろ、患者よりコールあり、訪室すると点滴が空になっていた。次のFFP２Eをつなげなくては 仕事が忙しく、パニックになってしまったため、１つのことに集中できていなかった。また、正確な知
いけないのだが、その時ちょうど、違う患者さんの処置をしなければいけなかったり、また他の患 識がなかったため、実際にルートを見ても、まちがいだと気づくことができなかった。そして、いつ
者さんが苦痛を訴えてくるなど、1度にいろんなことが重なってしまい、パニックになってしまった。と も、この場所にあったからという思い込みがあったため、今回の事故が発生してしまった。
りあえず、FFPをつなげなければいけないと思い、いつも輸血用の点滴セットが入っている引出し
をあけ、セットを１つとった。袋と中身を確認することもなく、今まで使用してきたイメージで袋に赤
い色が入っていたため、これだと思い込んでしまい、フィルターがついていないのも気づかず、とに
かく早くいかなければいけないと焦っており、そのまま使用してしまった。そのセットはPVCフリーの
ポンプ用の輸液セットであった。輸血だったため、15分後の確認を主任にお願いし、見にいっても
らったときに間違いが発見される。師長に報告し、師長が患者のところに行ってくださった。患者は
気分が悪いなどの症状はなかった。また、サーフロー刺入部、もれ・腫脹あったため、抜針し、再
度挿入し、正しい輸血セットでFFP２E施行し、14:30に終了する。
○月10日10時から生食１４ｍｌ+ヘパリン１０ｍｌをシリンジポンプで１ｍｌ／ｈでいく指示が出ていたが 10時からいく注射準備がしてなかった。また点滴をミキシングする際にはワークシートと照らし合
ワークシートの指示を見落とし10時に開始できていなかった。主治医より指摘され15時からの開始 わせるが 見落とした。実際の注射は○月11日分に入っていた。ワークシートには○月10日10時
となった。
スタートと記載マーカーがしてあった。
○月１０日に１歳児の退院に際し、午前中に準備しておいたバナン３包３×の朝の分を薬袋に戻し 患者２名の氏名に「Ａ」という文字が含まれていた。 看護師本人が自ら名前を記入し、薬袋に戻
た。 退院後１２時ころに当該児の母より電話を受け、「薬袋の中に違う名前の患者の薬が１包
す際も氏名を確認したつもりであった。 午前中に退院が決定し気持ちが焦っていたため、思い違
入っていた。飲ませる前に気付いたからよかったが、今後そのようなことがないようにしてほしい」 いを誘発した。
旨の内容であった。 退院処方をセットする際、当該児のもう１種類のザジデン２包２×の薬袋が
あったが、その中に他の患者のフルネームが記されているビオフェルミン１包を混入してしまったこ
とに気付いた。
○月１３日に転棟してきた患者様で、ＡＤＬは全介助必要。体交必要な患者様と申し送りうけ、実際 転棟してきたばかりの患者で、ＡＤＬ状況が把握できていず、申し送り内容のみと、事故の予測の
に声かけしても腕を動かすだけで体交はできていなかったので、体交介助していた。２０時頃にｖｄ 誤りがあった。また、転落しないように柵を４つにしておく必要があった。
ｓ内服し、体交してその後入眠され２１時前にも体交したが、入眠されていた。２３時２０分に訪室
すると、ベッド下に転落しており足元側に頭があった。柵は２本のみ頭側両サイドにしかなかった。
外傷なく本人も痛み訴えみられず、関節腫脹、可動域問題みられなかったため、翌朝転落報告を
Ｄｒと師長にしてもらうようにした。
○月１４日子宮外妊娠の手術を受けられた。当初は妊娠中絶の手術予定であったのでメテナリン 確認不足
とフロモックスの処方があった。子宮外妊娠の手術後に内服の確認をした所、フロモックスのみ与
薬するように言われたが間違えてフロモックスを薬局に返却しメテナリンを患者様に渡してしまっ
た。１５日から内服を開始していたが１７日の準夜勤務看護師か気付くまで間違えたまま服用して
しまった。
○月14日深夜で配薬の準備中、前日の朝、与薬分の内服が与薬箱に残っているのを深夜看護師 経管栄養中の患者で経管時間、与薬時間はカーデックスにしっかり記載してあり、薬も配薬車に
が発見した。そのため、前日の当事者（報告者）に確認。そこで、13日朝の薬（ワーファリン、ガス 問題なくセットしてあった。当事者自身の確認ミス、注意力不足が原因である。また、患者の疾患、
ター）を与薬していない事に気づいた。翌朝、師長、主治医に報告した。
状態からどういった治療の段階か、どういう点に注意しないといけないかなど、患者についての情
報収集不足であり、アセスメント不足であった。
○月15日手術日のため、前日１４日に手術オリエンテーションを行い薬の説明をした。術後１６日 患者の勘違い
から飲む事をつたえ自己にて飲めるとのことで本人管理とした。薬剤師が薬を本人へ持っていき
再度内服指導した。しかし、15日の朝手術前に本人勘違いをされ内服し、家人が訪室時に発見
し、看護師へ報告してくれた。医師に報告すると様子みることとなる。
○月16日：○月24日開始の定期内服薬の一薬剤であるペルマックス(50)3T/3×粉砕指示のとこ 定期処方は通常7日であるが、年末の休みのため今回は14日であり、時間的ゆとりがなく、十分
ろ、ペルマックス(250)3T/3×で粉砕調剤をしてしまった。 そのため患者は○月24日から1日量
な確認をせず調剤してしまった。
150μg/日のところ750μg/日で内服開始となってしまった。 ○月25日昼頃に40℃程度の発熱が
あり、血圧は170/110まで上昇し、主治医の指示のもと発熱に対してアナバン坐薬が投与され、解
熱されたが、血圧が90/42まで低下した。 ペルマックス(250)錠は4回分服用したところで中止とな
り、看護師が薬剤を確認したところ、今回の過誤内容が発見された。同日夕、主治医が来院し、処
置および検査のための採血を行った。患者およびその家族には今回の件につき、主治医より説明
されることとなった。 その後、38ー39℃まで発熱することが有りクーリングにて対処している。
○月16日咽頭痛にて耳鼻科御中にて耳鼻科受診。疾患上、抗生物質など内服薬は血液内科主 内服の中止薬が薬局から届いた。 カルテに内服処方の記載がなかった。 オーダー上中止の印
治医にて出すとのコメントあり。耳鼻科医師が吸入薬の指示ありカルテ記載あり、血液内科主治 をチェックしなければ内服を処方して中止したことが分からなかった。 看護師が気付けなかった。
医が吸入薬の処方オーダーした。その他に耳鼻科医師が抗生物質など一度処方オーダーして中
止した内服薬があった。その中止した内服薬（抗生物質を含む）が病棟に届き、処方箋と内服内
容、数の確認後本人に中止されていたはずの内服薬が渡った。患者が夕食後の内服をした（抗生
物質は含まず）。カルテには耳鼻科医師が内服薬処方の記載は無かったため準夜看護師がオー
ダーを確認したところ、中止薬となっていたものであった。血液内科主治医に連絡後、翌日からの
内服薬を回収した。
○月17日にレントゲンの指示だったが、医師が検査予定の伝票を入れる棚を間違えてしまった。 医師の確認不足。 看護師、放射線に携わる者の確認不足。
○月13日に検査指示を受けてしまい翌日に検査を施行してしまった。
○月１７日早出勤務にて患者様の朝食を配膳していた。食事表には食止めと記載があったため、 深夜に再確認をとる。また、患者自身にも確認をとるべきであった。深夜と早出のなかでの申送り
その記載のまま食事を配膳しなかった。しかし、あとから、食事がきていないことを患者様に指摘さ 不足であった。
れ、絶食ではないことに気が付いた。その後他病棟から食事を分けてもらい患者様に配膳させて
いただいた。
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NGチューブの固定は、健肢から遠い左の頬部とし、ループが出来ないように変更した。体位変換
時、抱き枕を使用し、顔に手が届きにくいよう変更した。
思いつきや日常の習慣で身体が動いてしまうこともあるが、冷静な判断や集中力を学ぶ必要があ
り、厳重注意と徹底指導を行なった。
この場所にあったからというあいまいな覚え方ではなく、なぜ血液製剤は特別なルートを使用する
のか、根拠を頭にいれた上で、施行し、施行前に何らかの間違いがあったときに気づけるようにす
る。そして、どんなに忙しくても、落ち着いて行動できるように努力する。また仕事の優先順位がわ
からない場合は先輩ナースに相談し、仕事を確実にこなしていくようにする。

点滴準備の際はワークシートと準備物を確実に照らしあわせてチエックしていく。コメントも注意し
てみていくようにする。患者状態を把握していく。
退院が決定している患者の昼食後の薬は事前に準備しておかず、昼食後に退院するのであれ
ば、その時点で準備することとする。 薬袋の氏名は指差し確認を実施する。

転棟や転科の患者のＡＤＬ状況の把握は具体的に行う。転落・転棟を予測して、柵を必要時つけ
て行く事。

患者管理薬でも開始して１週間は看護師が確認してから服用することになっているのでマニュア
ルを守る。 内服薬を渡す時には薬の内容を再度確認してから渡す。

カーデックス、カルテからの情報収集を確実にする。（最低、二回は確認する）また、処方、治療、
検査データなど患者の情報を把握した状況で業務にあたる。
血圧が高い人で、手術に対して緊張していたため、不安であれば内服管理を確認与薬とする。

今回調剤過誤のあったペルマックス(50)錠とペルマックス(250)錠は形状や重量的にほぼ同じであ
る。しかしペルマックス錠は錠剤の色に違いがあり、ペルマックス(50)錠は黄色、ペルマックス(250)
錠は緑色である。 現在粉砕調剤時には、粉砕したあと粉砕した薬剤のPTP包装も検薬者に送り
確認を行っている。また、錠剤1錠の重量をリストにし、粉砕後に重量でも確認している。 しかし今
回の薬剤は、形状や重量がほぼ同じであるため、今後は重量のリストに錠剤の色を加え、色で鑑
別できるようにして対処していく。また、ペルマックス(50)錠とペルマックス(250)錠の定位置をかえ、
どちらかの定位置を引出しとし注意喚起の表示を行った。
内服薬など中止した場合、必ずカルテ記載をし、病棟に伝わるよう徹底する。 中止した薬剤は病
棟に届かないようにシステム上できるようにしてほしい（返納処理をすることが業務多忙になる）。

名前の他に、日時も確認を確実に行う。
看護師間でのコミュニケーションを充実させ、必ず確認することで間違いを防いでいく。
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具体的内容
背景・要因
○月１日の１３：３０頃ＡさまのＭＡＰを輸血しようと、カルテで確認し、輸注を行った。途中特にアレ ＭＡＰには前処置がないと思いこんでいたために、確認を怠ったと考えられる。
ルギー症状もなく終了した。その日の１７時頃保管薬のチェックを行っていた際に、ソルコーテフの
数を確認したとき、Ａ氏に使用してない事を指摘され、ＭＡＰにも前処置があったということに気付
いた。担当医に報告したところ、アレルギーと得なかったので特に問題ないとのことであった。
○月１日朝栄養滴下し朝薬注入時腹痛訴えたが、更にゆっくり注入し終了した。１０時頃胃瘻部よ 胃瘻の取り扱い方法と管理・観察の知識不足
り白湯のような汚染があったが、昼食前エアー音確認し滴下する。腹痛なく汚染もなかった。午後
回診時リーダーより主治医へ報告。主治医はチューブを上下し抜けかかってるかも知れない、他
のドクターへ見てもらう様に師長へ指示あり。検査中だった為○階スタッフへ依頼した。夕栄養滴
下問題なく夕薬注入時、腹痛訴え栄養中止し、○月２日他病院へ転院。
○月２０日までエレンタール注入であったが、ワークシートに指示が出ていなかった。看護師の申 ワークシートに指示が出ていないことの原因は、追求中。
し送りでは、２０日まで実施するように聞いていたが、ワークシートにないことに気付けなかった。
○月２２日、朝に投与する薬が専用カゴに入っていなかったが、確認を怠り、投薬しなかった。日 準夜から深夜への申し送りに時間がかかり、気持ちが焦っていた。手順が狂ってしまった。
勤看護師が気付き、医師に確認、時間をずらして服用してもらうにした。
○月２２日朝よりペルサンチン内服中止の指示がでており １包化されていた内服薬がそのままに 指示受け処理ミス
なっており１２月２２日朝内服してしまった
○月２４日、金曜日準夜帯で酸素３Ｌ、ＦｉＯ２２０．３０の指示の児を受け持つ。２２時のバイタルサ クベース間の間が狭い状況にあったこと クベースの接続部分と酸素チューブが外れている場合
インチェック時に、酸素濃度計を使い、クベース内の酸素濃度を計測する。その時点では、指示量 の確認ができないことによる問題点
の酸素が流れている事を確認する。深夜帯に交代し、バイタルサインチェックをした時点で、酸素
濃度が上がらないことがわかった。クベースの酸素チューブの接続部分を確認したところ、外れて
いることが分かり、直ちに接続し、酸素再開となる。
○月２４日、金曜日準夜帯で酸素３Ｌ、Ｏ2 20－30パーセントの指示の児を受け持つ。２２時のバ クベース間の間が狭い状況にあったこと クベースの接続部分と酸素チューブが外れている場合
イタルサインチェック時に、酸素濃度計を使い、クベース内の酸素濃度を計測する。その時点で
の確認ができないことによる問題点
は、指示量の酸素が流れている事を確認する。深夜帯に交代し、バイタルサインチェックをした時
点で、酸素濃度が上がらないことがわかった。クベースの酸素チューブの接続部分を確認したとこ
ろ、外れていることが分かり、直ちに接続し、酸素再開となる。
○月２５日７時頃、ＩＣＵのポータブル撮影時、胸部・腹部を撮影した。装置の撮影条件設定が少な 機器具の正しい使用方法、構造への知識不足。撮影した写真を確認しなかった。
かったこと、大柄な患者の体格に合わせて半切サイズのフィルムを横置きにたことで、グリットも横
向きになり、エックス線が大きく吸収され、線量の不足したざらついた写真になってしまった。その
写真を担当医師・看護師に伝えることなく提出し、８時４０分頃、当直業務終了後、帰宅。その後、
その写真を確認した医師から連絡、再度ポータブル撮影をやり直しすることとなった。
○月２５日アーチスト錠１０ｍｇ２．５錠３日分処方され、退院前から開始する旨、前日準夜に指示 薬が来てからオーダー画面を見て指示簿を見るという動作が繁雑である。
があった。２６日、退院処方アーチスト１０ｍｇを粉にして２．５ｍｇ分２、１４日分処方された。２５日
朝、処方されたアーチスト１０ｍｇ２．５錠をを投薬してしまった。医師に報告、患者に異常なかっ
た。
○月２５日アルブミンの点滴をするよう主治医から緊急注射の控えをもらった。緊急注射の控えに 緊急注射の控えをもらい、点滴準備を行ったが、不十分であった。品名を見間違えた。
は化血研アルブミンと記載されていたが、日赤アルブミンを準備してしまった。患者に施行後、薬
局から緊急注射の処方箋と化血研アルブミンが上がってきて気づいた。主治医報告、患者に変化
なく、経過観察となった。
○月２６日外泊より帰棟、夕方体が右に傾いて歩いているのを看護師に指摘される。１週間前ほ 外泊していたので、症状の出現の発見が遅れたため患者に注意が遅れた。
どから右上肢しびれあり。診察受けているが経過観察となった。外泊中より、右下肢にも痺れが
あったようだが看護師には伝えていなかった。２６日準夜ナースより一人で歩くのに危険なのでトイ
レなど行くときはナースコールするよう言われていたが、ナースコールすることなく歩いて３時にトイ
レへ行った。歩いているのを看護師が発見したため、トイレに行くのを確認し排尿が終わるのを
待っていたところ違う方の出入り口より出たため転倒を防げず転んでしまった。よろけるように転ん
だため打撲はなく、痛いところもなかったが起き上がることが出来ず車イスで帰室する。
○月２７日朝、Ａ氏の検体が病棟より提出された。検査オーダー及び検体ラベルはＡ氏のものでシ 当日、Ｂ氏の採血オーダーは無く、採血自体の要因は不明。 検査としては、システム上 検査
ステム上一致した。検査実施後、前回値チェックや?チェック等を行い報告した。昼頃、医師より“Ａ オーダー及び検体バーコードを鍵としており、ほぼ順調に機能していると思われる。ただし、今回
様として提出した検体は別人でしたので、再度検体を送ります”と連絡が入る。この際、別人データ のように内容物のみ異なる場合のチェックは不可能であり、検査データに特徴が無い場には今回
をカルテ上に残す事が危険なため、Ａ様の再提出検体として朝のデータと入れ替える対応をした。 のような最終報告まで実施してします。
また、朝提出された検体は、同病棟のＢ様であり、夕方依頼されたＢ様の検査オーダーに朝の
データを入力した。
○月28日に胃の生検を受けた患者さんに、○月4日，結果報告のために受診予約をしたが、正月 年末年始の検査結果報告であり、確認が必要であった。
期間が有った為、結果が間に合わず，再来院が必要になってしまった。
○月2日21時、カプロシン1万単位皮下注の指示あり。その際指示書を見間違え、2万単位薬液を 初めて使用する薬剤であり、知識が不足していた。 また、消灯際の投与でありせわしなく、確認
詰め、患者に投与する。翌日の勤務者より指摘を受け、誤りに気づく。主治医に報告し、翌日採血 が不十分であった。1V2万単位であり、投与量と混同した思い込みがあった。
を行ないAPTT高値となり○月4日21時分のみ中止となる。
○月31日よりプロレナールが処方されており、処方箋で内服開始日を確認して与薬したのにもか 手渡す際、袋に内服開始の日付が書かれていなかった。すぐに内服するものだと思い込んで与薬
かわらず、本人に渡す際にその日の夕方から内服するように声をかけてしまった。夜、主治医が した。
回診した際に発見され、31日から内服するよう再度指導された。
○月３日、患者自身が朝に飲むブロプレスを２錠を４錠飲んでしまったとコールがあった。前日、新 新たに薬が薬剤より上がり、患者に渡す時、残っている薬と一緒にまとめず、新しい薬袋をそのま
たに上がってきたブロプレスを本人に渡しに行った時、もとからある分の袋へまとめず、そのまま ま渡してしまった。患者も同じ薬であると気付かなかった。
渡したため、本人は別の薬だと思い、同じブロプレスを重複内服してしまった。発生後、血圧測定
異常なし、気分不良、ふらつきなどの症状見られず、午後退院となる。
○月3日15時、入浴介助を行っていた。患者がどれだけ動くことができるかを把握はしていた。そ 患者が浴槽にはいっていたため、片付けを開始し、患者から目を離し、離れてしまった。入浴の最
のため、見守り、介助を行っていた。しかし、患者が浴槽につかっていたため、患者のそばから離 後で、転倒しやすいことに、気を配っていなかった。
れ、うしろをむいて浴室の片付けをしていた。そのとき患者が浴槽から出て、脱衣所に戻ろうとし、
段差のあたりで転倒した。すぐにバイタルを測定し、外傷の確認をし、医師に報告。家族にも連絡
をする。
○月３日の受診時，○月１９日の入院予約のオーダーがあったが見逃していた。○月１０日、受診 カルテの記載内容を確認しないまま、カルテを医事に下げた（ルール違反）
の際，そのことを発見し予約を取った。
○月３日受診時，○月１７日に採血とＣＴのオーダーが有り，指示を受け，患者さんに説明したが、 指示の見落としによるうっかりミス。 指示もすみに書かれていたみづらかったが、確認不足であ
翌月○月５日に入院という指示を見逃していた。○月１０日受診時に他の看護師が発見し，予約 る
を取ってくれた。
○月３日準夜帯で○月４日の採血がオーダーされた。深夜で検体ワークシートをみたがあがって 検体ワークシートにあがっていなかった。その為ないものだと思い込んだ。
おらず 準夜の看護師が指示を拾いカーデックスに記入してあったが気付かず見落としてしまっ
た。○月４日日勤の看護師に発見され施行された。
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改善策
どのようなときも、決められた確認事項を、思い込みを捨ててしっかり確認する。

胃瘻についての学習会（ボタン式チューブ）取り扱い方

申し送り内容ワークシート内容を確認しながら申し送りを聞き、過不足がないかチェックするよう指
導。
業務マニュアルを遵守するよう指導した。
１つの指示を受けたら一連の流れとして最後まで責任を持って処理する
酸素が流れている場合はバイタルサインチェック時以外にも、適宜酸素濃度を計測するようにする
ＳＡＯ２が悪い場合は直ちに児の側に行き、酸素が酸素濃度計を使用し、指示量流れているか確
認する。また酸素チューブがクベースに接続されているか確認する
酸素が流れている場合はバイタルサインチェック時以外にも、適宜酸素濃度を計測するようにする
ＳｐＯ2が悪い場合は直ちに児の側に行き、酸素が酸素濃度計を使用し、指示量流れているか確
認する。また酸素チューブがクベースに接続されているか確認する
撮影した技師は必ず写真の品質をチェックしてから出すようにする。半切のグリットはフィルムの大
きさに制限があり、ポータブルで座位写真で充分な写真撮影が出来ないことは、医師も技師も充
分理解して検査依頼・撮影すべきである。
オーダー画面を確認、主治医は研修医に指導するよう要望した。研修医と主治医との口頭での相
談が看護師への指示となった。
施行前にも声を出し、処方箋と点滴が間違っていないか確認するよう指導した。

状態観察し、本人に注意とナースコールで知らせることを促した。

検査独自の対応では不可能かと思われます。ただし、検査科でも可能な限りデータチェックを実施
いたします。

長期休暇時の配慮をするよう、全員に注意喚起する
初めて使用する薬剤であり、指示書は落ち着いてよく確認するべきであった。
処方箋で確認した際、袋に日付を記入する。処方箋も一緒に持っていき与薬する。
マニュアルに従うよう指導。

自己にて移動できる患者に対しても、入浴時は特に転倒しやすいことを考え、必ず介助を行う。浴
槽から上がるとき、入浴の終わりは転倒しやすいことに気を配る。

マニュアル遵守をスタッフ全員に指導。
確認の徹底。 外来会議で再指導する。
指示の確認を十分に行う。カルテ、カーデックスをよく見る。
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具体的内容
背景・要因
○月４日、児に対し当直医師がアルファロールを薬剤処方し、オーダー入力（０．１ｍｇ）、内服指示 内服指示簿と入力オーダーとの確認が出来ていなかった。薬剤に対する知識・理解不足であっ
簿に記入（０．０１ｍｇ）後、看護師が薬を受け取り、オーダー通り処方薬を投与した。翌日の投与 た。
準備する際、オーダー入力と内服指示簿記入が間違っていること、投与量が児に対し多いことに
気付いた。医師に報告、○月５日の投与量０．０１ｍｇを確認した。患者に特に異常はなかった。

改善策
何気なく指示どおりに行うのではなく、投与量など全体的なことも考えて作業すること。医師も人間
であり誤ることはある。

○月４日１０時に投与する予定であったフルマリン注を深夜と日勤の申し送り時に注射カレンダー 主治医・スタッフ間で充分な申し送りがなされていなかった。１包包装になっており、休日分の点滴 主治医に、変更時には必ず看護師に伝えるよう依頼した。
で確認し、フルマリンを作成。患者名をリストバンドで確認後、点滴施行することを伝え投与した。１ として配られていた。
７時３０分パソコン上で実施入力する際、画面上にフルマリンがなく、リーダー看護師に確認し、注
射カレンダーをパソコンで確認すると○月３日で中止となっていた。リーダーも中止の指示は受け
ておらず、主治医に電話連絡すると、患者に嘔吐があったため中止したとのことで、ミスが判明し
た。患者に投薬後、状態変化なかった。
○月６日３時２０分、患者本人よりナースコールあり、訪室すると体をベッドにもたれ床に座り込ん 普段より転倒要注意の患者であったあｔめ、訪室を頻回にするべきであった。
夜間部屋廻りの時、排尿介助で済ませてもらう。インターホンを押すことをお願いする。家人に説
でいた。ポータブルトイレに降り、排尿しようとして力が抜け、床に転倒したという。左頬部に打撲
明、今後のことを相談した。
跡あり、当直医師が診察、様子観察となる。
○月6日AM8時、脳幹反射がすべて消失。ドレーンの流出も殆ど見られなくなっていた。AM9時深 HーCTなど、ドレーンの圧が変わる可能性のある際にきちんと確認を行なっていなかった。又その 再度ベッドサイドでの患者様の状態の確認、また、状況の変化があったときには必ず再度確認を
夜勤務者からの申し送りを受け、ベッドサイドの確認を行った際、ドレーンの圧が0cmであることを 後自分を含め何人かのスタッフが関わっているにもかかわらず、圧の変化に気付くのに２日か
行う。
確認。AM9時37分H-CT撮影に出棟。10時10分帰棟。その際ドレーン圧が0cmであると思い込み、 かってしまったのは、状態からしてももうドレーンは出ないという申し送りから、出ないもの、という
確認不十分であった。その後、○月8日の深夜勤者がドレーン圧が10cmに上がっているのを発
思い込みがあったのではないと思われる。
見。カルテにドレーン圧の変更の記載がないのを確認した上で、翌朝主治医に確認。ドレーン圧を
0cmに戻した。患者の状態は変化し。その後のドレーンの流出もなし。
○月６日よりユーエフティの内服開始、毎回配薬を行っていた。７日１８時頃より患者がデイルーム 患者の把握不足。薬効の重要性の把握不足。
１回配薬の目的や意味を再考する必要がある。食後薬は食後に配薬する。内服確認することを徹
で夕食摂取していたため、患者に内服するように説明し、ユーエフティを１カプセル渡した。１９時３
底すること。下膳後、食膳に内服薬が残っていないか、確認してもらうよう栄養課に依頼した。
０分頃、患者より内服を忘れたと報告あり。栄養課に連絡するもお膳は全て片付けられており、不
明。夕食後１錠内服させた。
○月7日入院の患者入力を忘れていた。○月25日の食事開始入力の際に気が付いた。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題 無責任に人の仕事を手伝った。 回収された食事 仕事内容の確認をしっかりと声に出してする。 回収した食事箋と入力後の食事箋を分けて管理
箋を入力後の食事箋と一緒にした。
する、それぞれ専用のクリップを用意した。
○月８日 床のワックスがけがあり、早くから始まっていた。 Ａ号室へ１０時頃入ろうとしたが、ワッ ・ワックスがけを綺麗に仕上げたいという思い ・窓を開けるとほこりが入り、ワックスに付着すると ・他室をワックスがけする時は、患者様を部屋から出し、床の乾燥は窓を開けたり換気扇をまわし
クスをかけてしまった後で入れない、患者様が気持ち悪いと訴えており、入らせてもらう。 全身 いって、患者様が密室で、ワックスをかけたらどうなるかも考えず、今までにも同じ行い方で気分 たりして、消臭対策を行い、患者様を部屋に戻すようにした ・掃除担当者達にも事情説明する
冷汗、口唇チアノーゼ気味、レベルはＯＫも一瞬とう骨動脈触知できず、ＳＰＯ２ Ｌｏー９８％ シン 不快を訴えられたこともなかったから、と思われる。
ナーによるショック状態が考えられた
○月８日 朝食後薬を内服させようとしたら、配薬ケース内に本日朝分の薬がなく昨日夕薬の薬 家族が薬を内服してくれるので、まかせていたが、内服後の確認を怠ってしまったことが原因。
薬剤の投与は家族にまかせっきりにしない。
が残っている野に気づいた。 朝食後薬：ブロプレス １／２ ノルバスク ２．５ （１Ｔ） カマ １．０
夕食後薬：ブロプレス １／２ カマ １．０
○月９日２１時頃、物音があり訪室すると、患者が転倒していた。ポータブルトイレに座ろうとして ポータブルトイレの位置がベッドより離れていた。
使用しなれている場所にあるのかどうか、訪室ごとに確認。
ふらついたと言う。主治医に報告、患者異常なし、様子観察となった。
○月9日に○月10日から主管内のヘパリン中止のカルテ記載があるも、注射のオーダーは変更さ まず、注射箋をうのみにしてカルテで確認しなかったこと。また注射箋が変更されていなかったこと 今後は自分が深夜、日勤のときは必ず注射箋とカルテで確認するようにする。
れておらず、注射箋にも中止の指示がかかれていなかった。深夜勤務の看護師と更新の薬剤を があげられる。
確認するもどちらもヘパリン中止に気づかずそのまま日勤でヘパリン入りの点滴に更新してしまっ
た。
○月9日の眠前のランタス注を投与しようとし準備した。2単位を空打ち後、２０単位を設定し施注し 疑問に思い、立ち止まるべき所で立ち止まらず、判断を誤っていた。 以前は、患者が、施注して ・ランタス注時に使用するオプチペンの操作方法の未熟 ・オプチペンの操作方法に疑問をもった
たが、ダイヤルボタンが、動かなかったため一度患者にもそのことを伝え抜針する。再度、カート いたが、床上安静のため、看護師が介助しなくてはならなくなった時の計画の不十分さが、問題と 時の対応についての知識不足 ・オプチペンの操作方法は、以前からトラブルがあるという事の認
リッジを交換し空打ち後施注した。しかし、ボタンが、また動かなかったので抜針しようとするとス 考える。
識不足「24時間365日対応」のシステムの情報認識不足
タートボタンがバッチっと音がする。退室後、他の看護師に操作方法を確認すると誤っているた
め、施注出来ていないのではないかと指摘され他看護師に施注してもらう。しかし、残量が減って
いるため２０単位以上施注しているのではないかと思い医師に連絡する。
12時01分分娩の褥婦に出産後の産後薬の内服の与薬を忘れた。
・新人等の院内事故防止教育の問題点
内服薬の必要性を再認識。
１２時１５分、訪室すると布団をかぶり入眠している。１時５分、輸液ポンプのアラームにて訪室す 危険行動が考えられると把握していたのに訪室回数が少なかった。
頻回に訪室する。デイルームにて就寝していただく。
ると、アンギオ、Ｂａを抜去しており、ベッドから降りてよつんばいになっていた。アンギオ抜去部か
らの出血多量、ペニス先端からは少量の出血がみられた。血圧５０台、顔面蒼白、レベル？ー３
（低下なし）だった。Ｄｒ報告し、すぐに来棟するとのこと。採血行い、アンギオ挿入し、持続全開に
する。血圧９０台。Ｄｒ来棟し、診察、ハルトマン全開で開始となる。採血結果は問題なく、その後血
圧１００台まで上昇する。Ｂａ挿入。血尿最初の流出時に少量あるが、その後消失する。その後、
血圧１３０台となり、疼痛などの訴えなく、入眠される。
１２時３０分、患者が床に転倒しているところを発見。トイレに行こうとしていたという。患者は仰臥 麻薬の影響で幻覚、幻聴症状があり、患者一人の状態が続くと転倒のおそれが常にあった。ナー 家人に許せる範囲で付き添うようお願いした。
位で床に倒れており、左後頭部打撲、腫脹あり。当直医師に連絡、頭部ＣＴ撮影したが、出血所見 スコールの説明を再々行う。
なし様子観察となった。
１２時３０分ごろ、内科入院のＡ氏（６７歳）の採血指示が１１時にあったが，経験２８年目の看護師 １ 採血業務担当者の注意不足による忘れ。 ２ 患者様に検査説明が不十分であった。
１ 時間指定の採血ミスを防止するためにタイマーの使用する。 ２ 患者様に当日検査説明を再
が、採血を忘れていたのに気付いた。主治医に報告、翌日の同時刻に再度採血するよう指示を受
度施行。
け実施した
１２時３０分に遅出勤務についた当該助産師が、１２時４５分に手術の前投薬アタラックスＰ２５ミリ 薬剤と伝票（注射オーダ用控え伝票）が準備されていた。カルテ、カーデックスの確認不足とアタ 包括指示の注射は実施時に注射伝票にて運用する事の徹底。カルテ及びカーデックスでの確認
グラムを行なった。実施に先立ち、準備室で薬局からあがってきていた注射控えの伝票と薬剤を ラックスであろうと思い込んだ事。注射オーダリング開始に伴う混乱。遅出勤務に出てきたばかり を徹底する。特に、注射オーダリングが開始したばかりなので、ミスを起こさないよう注意を喚起す
照合確認した。手術室看護師への申し送り時、前投薬はドルミカム３ミリグラムではないかと指摘 で情報収集が不十分だった。昼休みの手薄な時間帯だった。前日にカーデックスと注射控え伝
る。
され間違いに気付いた。当該患者は麻酔科による麻酔で、前日に麻酔科医よりドルミカムの指示 票、薬剤を照合した看護師がドルミカムである事を見落としてアタラックスを返品しなかった。（ドル
が出ていた。しかし、クリニカルパスには「麻酔科より指示がない場合はアタラックスＰ施行」という ミカムは向精神薬で金庫保管）
指示があり、産婦人科医師はパソコンによる注射オーダを既に入力していた。（実施未確定の包
括指示の場合は注射伝票運用）患者には問題なかった。
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具体的内容
背景・要因
12時30分過ぎにポケベルが鳴り50分に病院に到着した。当直師長に連絡すると「早くお願いしま 時間を持ってカウントできず腹腔内の確認が出来なかった。
す。」と言われ、直に部屋を準備した。13時に看護師が到着した。その時点でＡ医師に連絡し、13
時10分入室を決定した。麻酔科医師と相談の結果、患者の入室を優先し、準備できていない事は
徐々にしていこうという事になり、13時5分前には患者を受け入れた。麻酔施行後手術開始とな
り、切開後緊張緩和により一気に血圧が低下し、急速輸液、ポンピングを行い、アルブミナーと
MAPを開始した。その時点で、一度心臓マッサージを術野側で約10分間施行し復活する。Aライン
での血圧測定は不可になった。ガーゼも始め70枚出していたがその後80枚追加した。床も血まみ
れになり、ゴミも散乱し、術野、麻酔側ともに人手が要るため、外科Ｂ医師にコールし、援助に来て
もらった。その後、再度心臓マッサージ約5分間試行し復活。外回り業務が一杯一杯だった為、当
直師長に連絡し、看護師の援助を依頼した。外来の看護趾にガーゼのカウントや、ゴミの片付け
等をお願いした。約１時間で援助の看護師には帰ってもらった。左門脈左枝動脈切離認められ、
左葉切除する。その後、右肝動脈切離認められ、手術不可能と判断され閉創となった。その時点
でカウントを行おうとするが、HR３０台まで低下し、ボスミンの準備などにより、麻酔科の手伝いに
入った。合間をぬってカウントをするが3枚ガーゼが合わなかった。その事をＡ医師に報告し、再度
カウントを行った。自分で行えれず臨床工学技士に依頼したが、結局３枚不足のまま閉創し手術
終了した。直にICUに患者を搬送し、約５分後に死亡が確認された。その後、ガーゼを確認し、ゴミ
袋から２枚出てくるが１枚は不明のままだった。
１２時３０分頃内科より免疫・血清検査の追加オーダした分の結果が出ていないとの問合せがあっ 内科からの連絡内容を担当者へ報告していなかった。生化学担当者にも血清を廻すように連絡を
た。担当者は追加連絡を受けておらず検体も見当たらなかった。他に人に聞いたところ追加オー していなかった。業務多忙の為、連絡が不充分であった。
ダは受けたが担当者への報告をしなかった。また、追加処理も最後までできていなかった。（検体
は、生化学検査のために分析中であったため血清を後で分けようと思ったらしい）
12時40分に3階内科外来にカルテを持参した学生と共に母親に抱かれた患児１歳が来られた。カ カルテの問診表を確認しないで患児に対応した。
ルテを渡され問診表を見ないで熱と体重を確認した。カルテは小児科の黄色い俸が挟まってい
た。その場ですぐに小児科のDrに連絡すると処置中にて少し待って貰ってもらってと言われその
旨を母親に伝えた。母親はわかりましたと返事した。その後小児科が１名来られていることを看護
師に伝えお見送りのためその場を離れた。13時40分に外来に戻ると家族が怒っていると報告があ
り火傷で受診に来られているのに1時間も待たされたとお怒りであった。Drが外来に降りたのは13
時20分でありすぐに外科に診察を依頼し対応していた。母親へ謝罪し許しを得た。患児は眼科受
診のため他院へ行かれた。
１２時５分すぎに患者が外科処置で受付をした。医事課は外科処置室の看護師に確認し、了承は 伝達ミス
得た。と判断し外科にカルテを持ってきた。外科の非医療スタッフはそのことを聞いていなかったた
め、医師に終了したと伝えあがってもらう寸前だった。外科処置でとっていても見るのは診察室の
医師であるので一言診察室にも伝えて欲しかった。
１２時からゆっくり滴下するはずの点滴が早く落下してしまい１４：１５頃ほとんど落下しきってい
その時手術患者が４人いて処置が重なった上部屋移動も多く多忙を極めていた。落下ムラがあ
た。
り、頻回に確認したつもりが確認不十分だった。
１２時から配膳食事介助などが一通り落ち着いたため１２時半すぎからＩＶＨ調材開始する １本
確認不足 ＩＶＨなので１本ペースだろうという思い込み 指示確認書 本体にも？－１と明記して
ペースの患者の分を２人ほど調材した後患者の分を始める 本体にインスリン混注のためそちら あったが見落としていた 他チームの患者であり把握できていなかった 情報不足
へ意識が集中しており２－１と明記してあったにもかかわらず１本ペースと思い込み時間ふりをし
た その際○ｍｌ／Ｈと記入 交換は別の看護師が行き○ｍｌ／Ｈ書かれたものと時間ふりに従っ
て滴下合わせた １７時３０分準夜勤看護師が巡回時１本ペースになっているのに気付き事故発
覚する
１２時ごろ、「ガスター２０ミリグラム１日２回朝夕」の指示が出された。当該助産師は受け持ち看護 昼休みの人手の少ない時間帯で、ナースコール、電話、検査出しと多忙であった。注射があるも
師からその事を聞いていた。１３時にＣＴ検査に患者を搬送しようとして、抗生剤の点滴が終了して のと思い込んでおり、指示簿・注射伝票を確認しないまま実施しようとした。ガスターを施行した看
いる事に気がついた当該助産師は側管からガスターをしなければならないと思い込み、急いでガ 護師は、当該患者の点滴を準備していた当該助産師と共に準備室で準備をし、一緒に病室で実
スターを準備し、抗生剤点滴の空パックに入れ実施しようとした。しかし、すぐに伝票を確認した所 施したのでわかっているものと思い、ガスターを施行済であると改めて言わなかった。
１２時４０分に施行してあり、準備した薬剤は「夕」の分である事が判明し即中止した。患者の体内
には入っておらず影響はなかった。
12時と14時の内服薬マドパーを一緒の各薬箱にセットしていた。昼食時にそのまま家人に渡して 薬をセットする際に、同じ箱に12時と14時分を入れてしまったために確実に与薬が行えなかった。
しまい、12時と14時の 薬を一緒に飲んでしまった。
12時にインスリン必要ある患者さんに施行せず16時の時点で他患者さんの点滴準備時注射袋に 他のスタッフがしてくれるだろうと各自の責任不足。 タイマーのかけ忘れ、インスリン時間の把握
サインがないのに気付き施行し忘れに 気付く。すぐにＤｒに報告、採血等施行も状態変わらず。 をする。
１２時にネオパレン２号を追加した。２４時間で１０００ｍｌ施行の指示であったが５時間３０分で８００ 確認不足 輸液を追加した時は救命センターに入室中であり、輸液ポンプで行っていたためにポ
ｍｌ入ってしまった。主治医に報告しラシックス１Ａ静注の指示と残り２００ｍｌを１０ｍｌ／ｈで施行し、 ンプ用の輸液セットが装着されていた。病棟に転棟後はポンプを使用しなかったが輸液セットを交
終了したら次の点滴を追加するように指示を受け実施した。
換しなかった。
12時に体位を座位に整える時、左膝立ては出来るが保持できなくなる。その後左下肢が動かなく １ 血管攣縮期である事は分かっていたが、意識レベル・神経学的サインに変化無く様子観察出
なる。知覚・痛覚あり・意識レベル低下は無し。左上肢も右上肢より筋力低下認める。その他、神 来ると思った。 ２ 様子観察できる状態か、すぐに報告し処置が必要な状態かの判断が甘かっ
経学的サインの変わりは無く、12時頃に血管造影の予定が有る為、主治医にはその時に報告と た。 ３ リーダー・他のメンバーに相談しなかった。
考えていたが、検査時間が伸び伸びになり、報告が15時頃になった。
１２時に脳室ドレーンのトータル量を確認し忘れ、排液することも忘れていた。１８時に気付き排液 確認不足
した。
１２時の抗生剤管注後の注射器（針のみ外れていた）を片付け忘れ、患者が動いた際支えようとし トレイを使用せず、針を直接ベッドに置いた。針を確実に片付けず確認しなかった。
た際に、その針で左踵部を刺した。消毒、処置後上司に報告した。
12時の持続点滴を更新時に0時から12時間の点滴のアミノフリードを開通していなかったことに気 アミノフリードを開通せずに施行してしまったこと。また、確認が怠ってしまったことにあると考えら
付いた。主治医・師長に報告。患者には異常なかった。
れる。
１２時より、右大腿部より５ーＦＵの動注開始する。１４時頃患者がトイレへ行ったあたりから、刺入 グリッパ-ニードルの針の固定が甘かった。 針の翼（プロテクター）を外さないまま上から固定を
部の疼痛があり、その時点で看護師により観察したが異常はなかった。その後も数回１６時の観 行い、針自体の固定がされなかった。針の長さが２５ｍｍと長く、刺入部とパッドまでの高さがあ
察時に大腿部の腫脹を発見し、医師に報告し、治療薬のもれとなり直ちに腫脹部からの治療薬の り、その間にカットガーゼをはさんでしまったことにより、針の抜けやすくなるリスクを助長させてし
搾り出す処置がとられた。
まった。何度か刺入部を観察繰り返すうちに、テープ固定を徐々に甘くしていった可能性があっ
た。病棟としてこの処置の経験ほとんどなく不慣れだった。
12時間かけて注入するべき高カロリー輸液が4時間でほとんど注入されてしまった。ＡＭ9：00にＩＶ 感染対策委員会の定期にて、腕時計をしないとういう規則になっている。そこで病室に時計を置い
Ｈを当日1本目に注射係りが切り替え滴数を調節した。当日担当看護師も同じくらいの時間に点滴 て（それも普通の壁掛け時計）滴数の確認に使用していた。また、病棟の師長より、輸液セットを
の確認をし、滴数確認した。しかし、正午に確認に行くとほとんど終了の状態になっていた。すぐに 変えてからこのようなことがおきているとの指摘があったので、実験したところ、滴数を確認すれば
主治医に報告、高血糖ありインスリン施行。その後血糖も落ち着き、患者様の一般状態の変化は 問題がないことを確認。要因として、敵数の確認方法と挿入部がソケイ部であったことから体位が
なかった。
落下速度に影響を及ぼしたことも考えられる。しかし、体位変換後に滴数を確認すれば防ぐことは
できた。
１２時間で落とさなければいけない点滴が３時間で入ってしまった
清拭の前に滴下数の確認を行い少し早く入っていたため敵下数を調整し清拭したが清拭後には
確認を怠った
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改善策
時間を持ってカウントを行う。 腹腔内のチェックを行う。 自分で最後まで行う。

連絡を受けた者は、メモに残し必ず担当者へ報告し渡す。 検査部会において事例を報告し周知
した。
カルテの問診表を確認する。小児の場合母親に子供の身体的状態を確認する。

１２時過ぎた患者は時間外扱いにするのか、診察内で見るのかの確認は診察室（医師のいる所）
に確認をとってほしいです。
滴下ムラのある患者の場合は早めに刺しかえるようにすることとした。
情報収集

注射伝票と薬剤の指差し呼称確認の徹底。実施にあたって声を掛け合う。

時間毎で各薬箱を作る。処方箋に書いてある時間を分かりやすく印を付ける。
インスリンの時間の再確認を各自が責任を持って行う。 当院指定の注射袋の活用。 タイマーを
かけたりする。
ポンプを使用しなくなった時は早めに輸液セットを交換する。 頻回に訪床し滴下状況を観察す
る。
１ 異常所見（症状）出現時は、すぐに医師に報告する。 ２ 自己判断だけでなく、相談し総合的
に判断を行うようにする。
１２時に確認する項目が多いので忘れないように再度確認する。
基本的な技術であり、リスクを考慮した業務を遂行することを指導。また針を直接ベッドに置いたこ
とで、患者に事故が起った可能性もあるので、厳重に注意した。、
今後は、開通時に２人の目で確認するなどの工夫が必要である。あとは、施行者がしっかりと意識
をもっておこなっていく。
固定方法の改善→動注処置を何度か行っている、外科病棟に固定方法（グリッパ-ニードルのグ
リップを外し、その上からグリップベースを覆うようにテガダーム等のドレッシング剤を貼ること）を
教えていただいた。グリッパ-ニードルの針の選択の改善→針の長さの長短があり、当病棟には
長いものが用意しており、短いものがあることを認知していなかった。使う目的に合わせた針の選
択が必要であった。
病棟でストップウォッチ又は、ブローチ式の時計を購入していただく。また、高カロリー輸液実施の
患者様には輸液ポンプを使用する。

処置前後に必ず確認を行なう
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具体的内容
背景・要因
１２時間ペースで行かなくてはならない点滴が２４時間で時間の振り分けをボトルに記載しており 準夜で更新する点滴の時間の振り分けが間違っておりそのまま深夜、日勤帯と確認ができていな
転棟した病棟より指摘される。
かった。多忙であった。各勤務帯で流量確認ができていなかった。
１２時間毎更新の持続点滴をｱﾐﾉﾌﾘｰﾄﾞの行くべき所をｿﾘﾀT3をつないだ。次の更新時に他看護師 点滴更新時の確認の基本が守れてない。（目で見て、指差し呼称の声出し確認）
が気づく。
12時頃、カルテにて指示をひろう。当日、10%NaClの内服が0.4ml/回から0.5ml/回に増量となって 10%NaClを準備する時に、カルテの確認が十分でなかった。 受け持ちNsがワークシートに転記し
いたが、気付かずに0.4ml/回で準備した。 14時頃、他のNsが内服薬をワークシートにて確認して てなかった。
患者様のベッドサイドに持って行く。ワークシートには、10%NaClが増量になったことを転記しておら
ず、0.4mlのままだった。 17時過ぎ、10%NaClの内服量が間違っていたことに気付く。
１２時頃、主治医より「担当患者の注射指示が変更される」と口頭で指示を受ける。主治医がカル カルテ指示受けする際、目を通すだけだったため「本日プレドニン３回/日」を見落として指示受け
テを記載した後数分後カルテを見て指示受けサインをしたにもかかわらず本日昼より開始する「プ してしまったため。
レドニン」を見落としていた。 申し送りしている途中で準夜さんが注射処方箋にプレドニンを追加
記入していないことを発見し、プレドニン投与漏れに気がつく。その後、Dr報告後「本日のみ３回/
日投与を、２回/日に変更」と指示があった。
12時点滴終了予定の患者が13時に終了し、チェッカーのアラームが鳴った為慌てて、ナース室処 確認不足。
置台に準備されていた点滴をそのまま追加した。別の看護師が20時に次の点滴を追加する際に、
点滴本体が間違ってることに気付いた。
１２時与薬分のパンビタンをミルクに溶かし飲ませようと思ったがまだ眠っていたので延期した。１ 飲ませる直前に処置を書き出したバインダーを確認しなかったため１２時のパンビタンに気付かな
３時３０分に覚醒した時には与薬を忘れミルクのみ飲ませた。２１時にミルク量を記録する際に１２ かった。 事前にバインダーにはさむなどの準備をしていなかった。 与薬確認を勤務引継ぎ時に
時の与薬欄にサインがなく薬が２包多いのに気付き電話で確認し飲ませ忘れていたことがわか バインダーで確認するという決まりを新しく配属され知らなかった。
る。主治医に連絡し２１時に与薬した。
12日からセット確認しており、準夜は与薬しなければならなかったが、情報収集不足・確認不足で セット確認になる患者様が数人突然増え、ワークシートに記載されていないこともあり、情報収集
セロケン与薬し忘れる。深夜看護師にて発見され、4時ころＨＲ８０代から１５０台となり、主治医報 の段階で漏れが生じてしまった。
告後、ヘルベッサー開始となる。
１２日に撮影予定のＸーＰ依頼箋をＦＡＸしていたのに放射線技師が間違って９日に撮影した。その ＦＡＸしたため急ぎであると勘違いし日付を確認しなかった。
後ＸーＰフィルムが出来上がった時に主治医より指摘を受ける。看護師が技師に確認をとる。
12日に転床してきた患者。13日８時から点滴が高カロリー(ハイカリック＋キドミン＋ラクテック)に 看護師間の情報の伝達不足。確認不十分。思いこみ。
変更になり、その中でも点滴内容に変更（ラクテックから10％ブドウ糖へ）があった。準夜からは点
滴については申し送りされず。点滴セット時にも他スタッフにてセット間違いがあり、深夜開始時に
点滴車にセットされていた点滴（10％ブドウ糖500ml＋メイロン3AP）を準備し、８時に更新した。勤
務中に自己にてカルテより情報収集し、点滴変更の指示を確認したが、確認した内容自体が勘違
い（ラクテックからブドウ糖液への変更のみしか確認できず）であった。13日の昼に主治医が患者
の病室に訪問し発見される。
12日の夕方から、グルコン酸カリウム(細粒)が3ｇに増量となるため、追加分の処方1ｇがあると申 ・ホッチキスでとめてある量がどの量か見た目では分からなかった。 ・処方箋がなかったため内
し送られた。内服整理をする時に、薬袋の中に内容量の記載がないグルコン酸カリウム2包がホッ 容量を確認できなかった。 ・増量分の処方があるためホッチキスで止めてあるのは1ｇずつだと思
チキスで止めた状態で入っていた。処方箋はなかったが1gずつホッチキスで止めてあると思い、増 い込んでいた。
量分の処方(1ｇ)から1包を取り出し、薬袋の裏にサインし患者の経管栄養剤の中に混注した。翌
日、他ナースによりホッチキスで止めてあったグルコン酸カリウムは2ｇと1ｇであることが分かった。
翌日、主治医に報告すると、注意して投与してくださいと指導を受けた。
１２日よりインシュリンの単位を１０から８単位に変更予定だった 自己注射しており深夜で本人の 説明の忘れ
指導する予定だったが忘れており説明が遅れた
12番手術室で、肺切除術が行われていた。朝の部屋の準備段階で、ブロンコキャスが麻酔科ドク 朝の準備段階で、ドクターが用意しているからと、確認しなかった。
ターにより、セッテイングされていたので、確認せずそのまま他の準備をはじめた。患者が入室し、
挿管を行い置確認のため、麻酔科ドクターがファイバーにて確認すると、本来左用ブロンコキャス
を使用するはずが、右用ブロンコキャスを挿入していた。位置も悪く抜管し、左用ブロンコキャスに
いれかえた。
13:00外泊より帰院。父親より、就寝時薬がなかったと報告あり。看護師が確認すると、薬の袋の 外泊時、薬の確認は行っている。袋の中の薬を見落としたためと考えられる。昼食後薬について
中に就寝持薬が入っていた。帰院当日の、昼食後薬も服用していなかった。昼食後薬は、まだ飲 は、こちらが確認して服用していないことがわかったので、家族指導が必要。
ませていないと父親。就寝時薬は、父親も袋に入っているのを確認した。
１３：００頃、経験３０年の看護師が、７９歳の女性リュウマチ患者で肺炎を併発したＡ氏の下膳の １ 看護師の思い込みがあった。（ひとり暮らしのため薬の管理はできると思っていた） ２ 説明不
ため訪室し、昼の服薬確認をしたところ、一日分配薬の箱に入れていた薬を、朝と昼同時に飲ん 足があった。（ベッドサイドに設置の一日配薬の箱の説明）
でしまっていた。バイタルサインのチェックをしながら経過観察をした。
１３：３０に入院した患者。指示受けをした後、リーダーが確認を怠ったため食事伝票を出し忘れて 食事伝票が入院時のセットの中に入っていない。 食事の指示の欄に指示受けをした看護師のサ
いたのに気づかず夕食が届かなかった。患者が食事がないと言ってきて気づいた。
インの欄がない。
１３：３０に訪室すると末梢ラインを自己抜去しているのを発見。
観察不足 不穏行動が見られたが対処しなかった。

改善策
各勤務でワークシートと確認する基本的なことができていなった。必ず見落とさないように行う必要
がある。
点滴更新時の指差し呼称、声だし確認（指示箋・薬剤・患者名）の徹底。
カルテから指示をひろい内服の準備をする前に、他のNsと確認する。 カルテの指示ひろいを確
実に行なう。 受け持ちNsはひろった指示のワークシートへの転記を徹底する。
カルテでの指示受けをする時は注射カレンダーと照らし合わせ、指さし・声だし確認をする。

点滴追加時は本体と伝票を確認する。声だし確認を行う。
ローテーションした看護師に対しマニュアルの確認やその前後の看護師が気付いて知らせるとい
う体制をとる。
自分の勤務帯終了時にミッテル箱をもう一度確認し、与薬忘れがないか最終確認していく。患者
様にきちんと内服しているか、検温時に確認することを徹底していく。
技師と看護師が共に確認するようにする。
転床時や指示変更があった場合は、それらが実施されるまで、看護師間での申し送り時、カルテ
を用いて指示内容を申し送る。指示内容がわかりづらい際は、必ず他看護師か医師に確認する。

・処方箋は必ず残しておく。 ・増量になりホッチキスで止めたら必ず薬袋に記載する。 ・誰が見て
も一目で内容量がわかるよう分包に記載する。 ・増量になったら主治医に処方しなおしてもらう。

朝起床時に本人に説明する
前日の部屋の準備段階で、ブロンコキャスの右用、左用の確認。朝の部屋の準備段階での指示さ
れたのもかの確認。ドクターが用意したあとなら、空き箱をみる。

服薬指導を今後実施し、薬の重要性について理解していただく。家族と共に外泊前後の薬確認の
継続。父希望の、服薬確認票を使用する。
１ 患者の把握を十分にして配薬方法を決める。 ２ 配薬方法についての説明を行う。
指示書の書式の変更の伴い食事指示の出し方、入院カルテ一式について検討中。

頻回に訪室し観察する。 不穏行動が見られたら、家族の方の協力を得て、傍についていただき
精神的慰安を図る。
13：30患者が廊下に出ており声をかけると「もういい、帰る。離して。帰るんだから。検査もいやだ ＣＡＢＧ手術待機中の患者。手術日は未定。術前の検査で腫瘍マーカー陽性であったためにＧＩ 車椅子に座らせて病院内を散歩した. 主治医に働きかけ、ストレス要因の緩和対応をしてもらっ
し、手術もいやだ.あの部屋にも帰りたくない外に出して。」という。、興奮様でこちらの声掛けが聞 Ｆ，ＣＦ実施。さらに注腸して再度ＣＦ行うことになっていた。安静制限は排便時以外はベッド上ま た。 手術の適応があることが確定した時点で、具体的な手術スケジュールを立て、患者自身が
き入れられず、廊下を歩きまわろうとしていた.持続点滴中のヘパリンルートを切断（自室に剃刀発 で、心電図モニター装着しヘパリンの持続投与中であった。同室の患者に対しクレームが多く、そ 納得して治療、検査を受けられるよう十分な説明を行っておくべきであった. 最大の問題点は、看
見）、留置針を自己抜去しており、床に出血跡があった.刺入部は止血していた。別の看護師がロ の都度、部屋換えなどで対応していた。 患者自身が自分の置かれている状況に不安が強く、医 護記録には不満があるという事について記載がされているにもかかわらず、主治医、担当医が患
ビーのソファに誘導し、話を聞いた.循環器当直医に報告すると車椅子に乗せて気分転換に散歩 師からも今後について具体的な説明をなされていない事から、ストレス反応の突然の表出が起
者の心情を理解していなかった事.患者の言葉から、二言三言話をしたらすぐいなくなるので聞き
に行ってはということであった.院内をゆっくり話を聞きながら約30分程度散歩に連れ出した.主治医 こったとかんがえられる。
たい事が聞けないというものもあり、充分なコミュニケーションが図れていないため、不満があった
に連絡、ちょうど来院していた家族と共に患者と話し合いを行った.持続点滴中止、モニタリング中
事が伺える。
止、安静度を病棟内まで拡大する事を条件に入院の続行、手術を受けることを納得、了承を得た.
13:30患者様がトイレに行こうとしてベットより転落していると同室者よりナースコールあり。

状態が悪くなる前までは、自力にてトイレ歩行していたため、一人で動いた様子。IVHの本数が多 状態悪化した時点で、本人への声かけを多くするようにする。
くあって本人はストレスを感じていたのか、看護師自身が声がけ観察が少なかったのか。
13:50訪室時、すでにベットより転落して点滴も抜けて、フォーレ接続部はずれ便失禁している。
入院当日より不穏あり。家族へ抑制の承諾を説明し、毎日抑制していましたが、本日自力で抑制 意識の徹底をはかる。
をはずしてしまい転落。
13時、技師Ａは血小板製剤を血液センターに発注。17時に技師Ａは発注した血小板製剤が血液セ 当直・日直で扱う血液製剤はすべてIR済みを購入しているため、当直者は気がつかなかった。日 払い出し時のチエックが不十分出庫時にIR未と表示されると良いが・・全員に伝えなければならな
ンターより19時頃に届くことを当直者の技師Bに伝える。１９時45分、血液センターより血小板製剤 勤者技師Aが当直技師Bにその事を詳しく伝えていなかった。今回の失敗は運良く、多く製剤を
い事例と思われます
を受けとり払い出しを行った．直後に病棟看護師よりIRが未では？と指摘を受けた。血小板製剤を 扱っている看護師であったので発見されたかも。
返却してもらい、放射線照射を実施。再度、20時15分に払い出した。
13時10分トイレよりコールあり。ドアを開けると便座前に車椅子がブレーキをかけた状態で止めら 昼食後も車椅子に乗車していて、自らトイレに向かったことを、把握していなかった。また、ナース 単独行動はせず、必ずナースコールを押すことを指導。視野にいれて観察する。食前、食後に尿
れており、フットレストは下がったまま、車椅子の座面の下にしゃがんだ姿勢で体がはまってしま コールも毎回は押さない患者様で、単独での行動もみられていた。都度ナースコールするように指 意の確認の声かけをする。車椅子に安全ベルトをつける。
い、身動きがとれずに困ってコールしたと言う。これから排泄しようとしたところだったと。外傷はな 導していたが、押さないことが多かった。
く、トイレに移ろうとした時に、立位不安定でしゃがんでしまった様子だった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
13時15分本人よりナースコールあり。訪室するとBedによりかかり、膝まづいている。ベッドから
ターミナルで意識がはっきりしているPtで、自分でポータブルトイレへ移動しようという意欲があっ 全身EDのため徐々に体動緩慢になってきていたが、どこまで本人の意思を尊重して良かったのか
ポータブルトイレに移動しようと方向転換した際、足がすべり転倒したという。その際、床に後頭部 た。最近全身状態悪化に伴い、体動緩慢、下肢のふらつきが見られていた。本人の意欲に任せて 迷うところがあった。本人の状態に合わせた説明(ナースコールをするよう話しておく等)が必要で
打撲し、2×2cm程度の腫脹が見られる。床からベッドのところまで何とか自分で起き上がった様子 移動していたところがあったので、それが原因だったと思われる。
ある。
である。
１３時２０分昼食後、デイルームで車椅子乗車中であった。机に体をつけた状態で座っていた。１３ いつもは患者が車椅子に乗車している時、看護師がいるところで乗車していた。今回は患者ひとり 基本である固定ベルトを忘れた為に発生した事故である。「少しくらいは」という気持ちが危険であ
時５０分自分で車椅子を押し、机から離れ、立とうとしたところ、前方に転倒。看護師が発見、両膝 であった。車椅子と体を安全ベルトでくくっていなかった。
る。予防出来る事故であった。
を打撲、頭部他は打撲なし、バイタル不変。
１３時３０分、職員休憩時間中、部屋の前を通ると点滴スタンドが倒れているのをケアスタッフが発 患者本人に点滴治療をしているという理解がない。妻は毎日面会あるが付きっきりではない。不 点滴スタンドを止め、天井から点滴棒に変更。包帯を巻きなおしチューブを見えないように固定。
見。看護師へ報告する。ルートから逆血あり刺入部異常なし。ヘパリンを通しルート交換する。
穏行動時々あり、体動活発になり不穏時の指示薬を使用している。
ズボンのすそをテープでとめ手が入らないようにする。抑制しないことで決まっている人なので不
穏指示薬のタイミングを逃さない。
１３時３０分手術室着のためストレッチャーで搬送する時に１４時着の患者のカルテ一式を乗せて カルテ一式をストレッチャーに乗せる時に確認しなかった。 １３時から受け持ち患者の処置が３つ 患者とカルテを搬送者２人でダブルチェックする。 カルテ類を入れるショルダーバッグを作成す
いたことを他の看護師が見つける。すぐに交換して手術室へ搬送した。
重なり慌てて手術室へ搬送していた。 他の看護師も忙しく変わってもらえなかった。 いつも準備 る。 手術前カルテ類を置く場所を確保する。
している場所に置いておらず、そこには１４時着の患者のカルテ類を置いてあった。
１３時３０分着とカルテにもホワイトボードにも記入してあったが午後連絡時だと思い込み手術だし 本人の思い込み 前の手術が帰室してからであると思い込んでいた
確認のみ パスの手術室着の時間を分かり易くする
が遅れた
１３時５０分からＭＡＰ２単位開始する。その時、根元からではなく、フィルター付きのシュアプラグ フィルターを通すことで必要な血液や成分が体内に入っていかない可能性があることを考えて実 基本的なことを忘れず行えるよう手順を整理すること。
より接続し、施行した。そのまま気付かず終了し、準夜看護師が発見した。
施できていなかった。
１３時から１８時までに滴下する点滴が１７時の時点で３００ｍｌの残量があった。 ルートの挿入部 ・持続点滴の観察が不統一 ・挿入部位のリスク予測不足
・マニュアルの作成による観察の統一化 ・適切な点滴挿入部位の選択
位は前腕部で患者が上肢を屈曲したりして速度が遅くなり予定量が入っていなかった。
１３時から外泊予定であった患者が、急遽９時４０分に早まる。患者はＭＳコンチン３０ｍｇ６時・１４ タイムプレッシャーがあったが、個人レベルでの危機意識の問題もあり、麻薬に対する管理マニュ スタッフ全員に麻薬の与薬マニュアルの再確認を促した。
時・２２時にＭＳコンチン３０ｍｇ２錠ずつを服用中であった。外泊に際して、ＭＳコンチン３０ｍｇ１０ アルが守られていなかった。
錠を準備して、渡す予定であった。しかし、検温やケアのため、ナースステーションには看護師Ａし
かいなかった。通常麻薬の与薬の際は、看護師２人でダブルチェックを行なっているが、他の看護
師が病室に入ったまま姿が見えなかったことや家人が急いでいるとのことで看護師Ａ一人で準備
し、患者に手渡し外泊される。外泊後、家族より１錠ずつを服用させたことを話され、ＭＳコンチン３
０ｍｇ５錠しか渡していないことがわかった。外泊中は、疼痛のコントロールはできており、患者自
身が減量したいとの希望もあったことで、帰室後特に何も言われなかった。
１３時から行われる形成外科の外来患者を手術室で２人の看護師で待っていた。そこに外来から 確認不足 思い込み
当日担当する患者の氏名は確実に把握してから患者を受け入れる。
形成外科の患者が入室したら送ってきた外来看護師に外来に電話をするようにとの言付けを受け
た。直後外来患者を案内してきた看護師が来たために形成外科の患者が入室したと思い込んだ。
そこで、手術室の一人の看護師は患者を更衣室に案内して更衣をしてもらいながら名前を確認し
たが患者氏名が違うことにその時は気付かなかった。もう一人の看護師は外来看護師から申し送
りを受けた。その時に外来に電話を入れるようにと言われた看護師の名前が違うことに気付いた。
更衣していた看護師もその日に受け持つ患者の名前をうろ覚えであったので再度確認したところ
名前が違うことに気付いた。そこで入室した患者は整形外科の患者であることが分かった。
１３時に医師によってルート確保 １５時から抗癌剤の点滴を実施するように指示を受ける。１４：３ 刺入部の観察が不十分であった。 患者自身にも漏出があった際に起こりうることの説明がして
０バイタル測定の為訪室した際に刺入部の確認をするが漏れは見られず。１５時抗癌剤の点滴を あったかどうか定かではない。
開始しようと訪室し刺入部の確認をしたところ発赤・腫脹見られる。点滴を中止し主治医の報告反
対側からルートをとりなおし、ケモ再開す。漏出部位はルートを抜去氏指示のクーリングを行った。

末梢からの抗癌剤投与をする際の基準が必要 ポンプでの管理をする際の注意事項の徹底など
スタッフ間の知識の徹底。 患者様にも漏出の注意事項の説明をしておく。

１３時に経管栄養終了し、１３時３０分体位交換のためベットの高さを変更後バッキングあり。吸引 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
時挿管チューブよりミルク様のもの吸引。Sao2低下する。直ちに主治医へ報告し、診察後挿管
チューブ抜けかけている可能性あり入れ替えとなる。その後呼吸状態安定した。
１３時のＭＳコンチンを受け持ちが与薬する決まりごとになっていたがワークシートを確認せず配 病棟の決まりごとを守らなかった ワークシートを確認しなかった
薬者がやってくれると思った
１３時の授乳の際、違う児の母乳を授乳してしまった。普段は温乳器でチーム毎に分けて温められ 名字は違うが名前はまるっきり同じで、名前だけを見てきちんと名字まで確認しなかった。
ているが、清浄中のため違う容器に温められていた。二人の児は、名字は違うが名前が同じで
あったため、哺乳瓶についているネームの名前だけを見て持ってきて授乳してしまった。途中まで
飲ませているときに、違うチームの看護師が自分のチームの児を飲ませようとして気がついた。哺
乳瓶のネームは一人は名字だけ、一人はフルネームで書かれていたため確認不足だった。

・処置を行う前には、チューブ固定や挿入の長さを確認する。 ・体位変換時などは一人がチュー
ブを確認しながら行う。 ・挿管チューブ固定の検討（２点から３点固定へ）

１３時よりタキソールの化学療法予定患者を受け持ち、１２時３０分に側管からカイトリル１本、デカ 化学療法時は必ずタイムテーブルを持って確認すること。
ドロン１本の前投与を側注した。化学療法開始予定時間の１３時に主治医を呼びタキソールを開
始した。直後、主治医が患者に「薬は飲みましたね。」と尋ねた一言で、前投薬であるレスタミン
コーワ５錠を内服させていないことに気付く。主治医に内服させていないことを伝え、タキソールを
止め、ブドウ糖５％１００ｍｌに換え、滴下した。その後、すぐにレスタミンコーワ５錠を内服してもら
い、バイタルサイン、副作用がないか主治医と観察、特に症状出現しなかったため、３０分遅らせ１
３時３０分より開始した。
１３時頃、紹介状を持って患者様が来院。 患者様に診察申込書を記入してもらう。名前のふりが 当事者のみの確認で、第三者の確認がない。 当事者が苗字の読み方を一つに思い込んでい
なが打ってなかった。 確認のため『○○さんですね』と確認をとる。 診察申し込み書から名前と る。 公的書類との確認がなされていない。 診察申込書に記入してないところがある。 受付業
生年月日を医事システムで確認する。患者様は以前来院した事があると答えるも『○○』では登録 務を行うに当たり、業務内容を全て理解している人材を絶えず配置していない。
されていなかったため、字を換えて検索したがないので、生年月日にて検索するがここにも該当が
無かった。 患者が書いた生年月日が間違っていためである。 紹介状での確認もしたが、よくわ
からない字であった。 もう一度本人確認のため、保険証の有無を聞くと、生活保護とのことでそれ
以上は聞けなかった。 正しい読みがなでの検索はしていない。 以上の状況から、患者番号を新
患として登録した。 診察後、○階に入院が決まり入院前検査が、オーダーされ実施された。 ○
階入院後、看護師との話の中から、以前病院に診察にきた事がある事がわかり、前のカルテを医
事課に出してもらうことになり、新規の患者番号では見当たらないので、 再度検索後、間違いに
気づく。 患者番号が間違っていたため、検査その他のオーダーがすべてやり直しとなってしまっ
た。
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時間での処置、薬は受け持ちが施行するように徹底する １３時配薬の時間の検討
授乳前にダブルチェックをするようにする。

確認の方法に問題があるように思う。マニュアルに頼りすぎて、化学療法の方法について理解で
きていない。何のための前投与なのか理解しておくべきである。

・ 診察申込書での確認が出来るように記入を正格にしてもらうようにする。 ・氏名 生年月日な
ど本人が申告したものが、あいまいな場合は本人に復唱する事を理解してもらい確認した後、医
事システムにて検索する。 ・ ？において検索できなかった場合は、本人である事が確認できる
公的なものを提示してもらう。 ・なお不明の場合は第三者に確認してもらう。 ・ 患者様との確認
を行うに当たり、プライベートなことを聞かなければならない場合があるが仕切りがある受付が必
要である。 ・保険証を提示する事を患者様に理解してもらう活動をもっと行う。
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具体的内容
背景・要因
改善策
１３時頃サーフロ挿入（以前、自己抜針したことがあるために右手に手袋装着していた）し、その場 手袋装着が嫌でイライラし、はずそうと体を動かしたときにからまり、巻きついたのか本当に死のう 上肢を初めから抑制しておけば、避けることができたのかもしれない。
を離れた。２床室の廊下側のベッドにおり、扉は常に開いていて、通る毎に患者は見える状態に と思ったのか不明。
あった。１４時頃、体動激しいため、側によると点滴パックから輸液セットがはずれ管内逆血あり。
セット交換し、サーフロ通るか確認しようとルートの絡みをほどく際に、ルートとナースコールが首
に巻きついていた。本人「こんなんなら、死んでやる」と言い、手袋装着していることに不満を訴え
ていた。顔色、皮膚色悪化見られず、問いかけに返答あり、レベル低下なし。本人へ「無意識に動
いたときに管が巻きつくと危険なので、手を抑えさせてもらいます。」と説明し、右上肢抑制する。
１３時頃患者の次の日の薬をセットしたが朝、昼の２ｘだったのに朝、夕の２Ｘでセットしてしまった。 思い込み、確認不足などが考えられる

基本に沿った確認を行う。複数の人によるチェックの励行等をきちんとしていく

13時頃心臓カテーテル室から帰室。その後16時に排尿促すが排尿なし。 深夜勤務で20時まで排 尿閉状態のアセスメントが出来なかった、知識不足。
現場での教育・指導を行う。
尿がなかったことに気づく。
１３時訪室すると、両上肢抑制を外し気管カニューレを自己抜去しているところを発見。看護師に 抑制方法を変えているが、それ以降も抑制は外されている（抑制を強化することが不穏増強につ 抑制方法を変える。家族への説明・納得
て再挿入を試みるが挿入できず主治医にて再挿入。（１２：４５に他の看護師と共に患者のところ ながるのか？）
へ行き抑制の確認をしている。）今まで４回自己抜去あり今回５回目。
１３日のカメラ枠の調整のため午後からの腹部エコーの予定の検査を午前中にさせて欲しいと病 伝達ミス
伝達するときは、？だけでなくメモ用紙を使い伝達していく。
棟スタッフに数日前に伝えていた。当日、伝わっていなかったらしく朝食を食べていて腹部エコー
はできず結局午後にする事になった。午後の検査件数が多かったためで他の患者さんを待たせる
事になった。
１３日より、ホンバン２５０ｍｇ＋ヴィーンＦ５００ｍｌを実施。当日、点滴滴下不良のため専用点滴
１３日の点滴滴下不良時に、薬剤の性質によるものと予測できなかった。主治医以外は、ホンバン 院内医薬品集で確認したが、記載なし。主治医に報告し、処方変更。注射オーダリング導入になっ
セットを麻酔用注輸セットに交換し施行。１５日は輸液ポンプを使用し施行した。１６日、再び点滴 使用時生理食塩水か５％ブドウ糖を指示していたが、主治医は、以前より、ヴィーンＦを指示して たので、入力時にエラーメッセージ表示できないか。患者に影響がないか、薬剤部に確認。
滴下不良となり、輸液ボトル内の混濁を認めた。薬剤部に問い合わせ、ヴィーン製剤のカルシウ いたため、疑問をいだかなかった。薬剤部より、混合不可の連絡がなかった。
ムとホンバンが作用し、結晶をつくることが判明した。
１４：００オキシコンチンの服用時間になったため訪室し、寝ている患者を起こす。痛みの有無を問 患者には、看護師が１回毎与薬することになっていたが、以前に薬を渡したところ「自分で飲める 報告を受けた時点で、直ちに病室内を探すが、空シートのみ見つかる。患者に日常的な服用方法
うと「ちょっと痛くなってきたから薬呑む」と起き上がり、指示量の２錠を渡し、同時間に同じ薬を服 から」と言い、渡せば服用できる状態であったためまかせていた。しかし白内障もあり殆ど目が見 を聞くと、「シートより２錠出して服用するときもあれば、１錠ずつシートから出して服用する場合も
用する患者がいたため別の患者の部屋へ。その患者の与薬をしてから、再度前の患者の部屋へ えず一人での内服は困難であると予測されたのに任せてしまっていた。
あり、一定していない」と。当日は「１錠ずつ出して服用。２錠目をシートから出して手のひらに出
戻り、検温のため状態を問うと、オキシコンチンを１錠しか服用していなかった。「飲む前に１錠落と
し、服用しようとした時になくなっていたので落下したと思い看護師に連絡した」とのこと。衣類・寝
してしまった」との報告であったため、ベッド周囲、洋服内を探すがみつからず。空のシートが発見
具類すべて探すがみつからず、薬剤部へ連絡した。１錠内服しているため、そのまま様子観察とし
された。１４：３０に上司に報告。そのまま見つからない為、指示どおり内服している可能性もある
た。その後の疼痛の観察を行なったが定時の２２時まで痛みなく、通常通り２２時に２錠内服した。
ので、疼痛時にボルタレンの指示があるため、レスキューとして使用。
意識レベルが良い患者であっても、薬の性質上、患者が内服するのを確認すべきである。麻薬は
必ずシートから出して内服確認するまで行なうよう徹底指導した。
14:00の母乳の準備をしていた時、Ａは直接母乳で８ml哺乳出来ていた。ミルク加温漕に40mlと書 加温漕に並んで、同じ量の母乳が並んでいたことで、Ａの母乳であると思い込んだことにより発生 １．マニュアル通りに行う。 ２．確認行動を怠らない。（声だし、指さし） ３．おやっと思った場合
いた哺乳びんが２本並んで浸かっていた。Ａの母乳と思いこみ、Ｂの母乳より、注入器で８ml直母 したと考える。
は、他者に確認する。
で飲んだ量を吸引して、乳首を付け母親に手渡し、母親が約10ml授乳した時点で、加温漕にＡの
母乳が残っている事を指摘され、ミルクワゴンを全て探す。Ａの氏名の名前のゴミがなく、間違い
に気付き主治医報告。新しくＡの母乳を手渡し授乳していただく。主治医より、説明していただき、
母親に謝罪を行う。
14:10 母面会時、頭部、頸部のガーゼ保護中付近を母が清拭していた。その際、軽く頭部を動かし 児は覚醒時体動が多く、頭位変換をしやすいことは把握していたため、チューブ固定も細かに観 事前に抜管しないよう、テープ固定・挿管チューブの長さ、体位固定（ポジショニング）を実施し、観
つつ、少しずつ実施してもらうよう声掛けし、面会対応していた。その後、異なる受けもち患者の処 察していたが、他の受け持ち患児の処置に離れており。その現場にいなかったことによる観察不 察を十分出来るようにしていく。そして、他の児に離れていても、視野にいれ患者観察をしていくべ
置をするため、その場を離れた。清拭中、男児が覚醒し体動し始めた後、頭囲を逆に変換したこと 十分。
きである。
を母が発見。母が私を呼び、抜管したことを伝えてもらった時は、気管に挿入されていた部分が半
分抜けた状態であり、抜管を他のスタッフとともに確認する。すぐ声を出し、近くにみえた先生を呼
び、再挿管の準備となった。抜管後、マスクバギングを先生が実施。バギングせず抜管した状態で
も短時間ＳａＯ２90代保持できていた。再挿管後、前回と同じ長さで、チューブ固定する。その後、
VS安定。 12時過ぎ、挿管チューブのテープが一部はがれてきていたため、再固定しなおしてお
り、面会前もはがれている印象はなかった。また、児が頭位変換しないように、両サイドにタオル・
バスタオルを固定に使用し、頭囲を保護していた。
14:10NGTと延長チューブをはずし、胃内容の確認をする。NGTと延長チューブを再接続し、MM注 接続して、MM注入開始してから、接続の確認ができていない。MMの落ちる速さを把握できていな MM開始前、後、チューブがきちんと接続されているか確認する。接続部がゆるくなんているようで
入開始する。14：30別の看護師 がMMがシーツにもれていることを発見する。シーツを測るも、もれ い。（もれていたので、早かったはず）
あれば、テープなどで強化する。
たMM量分からず。医師報告し、14時分のMMはskipとなる。
14:10頃、緊急検体の依頼有り、14:45頃、医師の問い合わせで未報告に気づいた。手入力する際 検査ﾃﾞｰﾀｰの数値が低い事で、再検しているが、手入力するのを忘れてしまった。医師より未入力 緊急検査は意識して早めに報告する。ﾄﾗﾌﾞﾙなどで手入力時は、ﾃﾞｰﾀｰと入力画面を確認しなが
にPLT覧にMCV値を入力し、再度医師からの問い合わせで、再検して結果報告となり、15:00頃、 を指摘され、慌てて入力しているが、手入力時、入力ミスをしてしまった。緊急用の検査システム ら行い、入力後も確認する。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｼｽﾃﾑの見直し（検査ﾃﾞｰﾀｰの順番を同じに調整）
報告となった。（患者を2h待たせた）14:25からｼｽﾃﾑのﾒﾝﾃﾅﾝｽ中だった。
のプログラムの順番が異なり、RLTの項目にMCVのﾃﾞｰﾀｰを入力してしまった。
14:20に検温、14:30ナースコールで訪室するとＣＶカテーテルが脱出していた
確認不足
検温時には輸液のルートを刺入部まで確認する
14:20胃内の確認をしてシリンジをつなぎ、ドリップ開始する。(朝のケア時、顔に手がいくのを見
注入が、終わるまでの間の観察が不十分。
注入が、終わるまで、頻回に観察する。終わったら、早めに外す。テープの止め方の工夫。(NGTを
て、両手袋をしていた。)開始時、おとなしかった。15:10栄養チューブが、抜けているのを、他の看
下目に止め、耳の下をとうる用にして見る。安静を保てる体位をとっていく。
護師にて発見される。
14:40食堂の椅子を振り上げ食堂入り口の窓ガラスを割っているとＯＴスタッフより報告あり。 主治 患者の不穏時の観察を十分に行なうことが出来ていなかった。 状態の悪い状況は主治医に報 患者の不穏時の観察を十分に行なう。 また、早め早めで主治医に報告し、対応をしていく。
医報告し、注射の指示あり、施行。その後も規奇声あげて聞き取れない話をしている。
告していたが、様子観察の指示のみであった。早めの対応が必要であったと考えられる。
１４：４５病室より助けてーと叫び声があった。（ナースコールもあり）訪室すると、ベットサイドに両 観察不足
必要時抑制をさせていただく。
膝をついて両手でベットにしがみついていた。
１４時、外来より緊急入院した患者で、アナムネ聴取・観察・指示受けをしていた。１５時頃、主治 点滴があがったら「直ぐにしなければならない。」という思いが先行してしまい、皮内テストが必要 指示を見てから実施するという習慣をつけること。
医がルートキープし、点滴が上がり次第、施行するよう指示された。しかし、ロセフィンの皮内テス であることが抜けてしまった。その時、忙しかったが、指示を確認しなおし、落ち着いて実施すべき
トの指示を見逃し、ＮＳ１００ｍｌとロセフィン１本を点滴した。１６時に指示を確認し直したところ、ミ であった。
スに気付き、主治医に報告した。患者には異常なし。ロセフィン皮内テストもマイナスであった。
１４時１６分心臓カテーテル検査を開始した。一般に左冠状動脈造影から行うが挿入困難で時間 ・医療用具（機器）の画像ディスクの故障 ・操作室に機器の重要部分があるため、熱をもち支障 ・現状のメンテナンスの検討 ・操作室のクーラーを夜間、土・日・祭日にも２３℃を保つようにして
を要したため、先に右冠状動脈造影を行った。再び、左を再試行しようとした１５時１１分、画像が が生じたのではないか。空調の調整不足。
おく。
乱れ、透視は可能であるが撮影が出来ない状態となってしまった。（カテーテルは途中まで挿入し
た状態であった。）検査は中断せざる得ず、施行医師と看護師は患者へ事情を説明し、そのまま
の状態で待って頂くことになった。至急、放射線技師は業者へ連絡をとり対処できることを確認し
た。電源を一旦落とし再起動することになった。数回行うと撮影ができるようになり、１５時３５分検
査開始となった。その後は無事検査は終了した。業者へは再チェックしてもらった。
14時20分食堂から大きな物音が聞こえ、駆けつけると車椅子からずり落ちている 他患者の情報 患者の観察が不十分であった
常に視野の届く範囲に患者様がいるようにする
に因ると食堂にあるオーバーテーブルの上の広告を見ようとして手を伸ばしたところ車椅子から落
ちたとの事 疼痛、外傷なし 14時30分 医師の診察を受け様子観察の指示が出る
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具体的内容
14時30分頃、Ａ氏の輸血の問い合わせについて医事課より問い合わせがあり､メモする。そのすぐ
後に、MR室より､Ｂ氏の検査呼び出しの電話があり、同じメモ用紙に記載する。受持ちスタッフに
移送介助が必要か確認する際、間違えてＡ氏と声かけしてしまい、車椅子移送といわれ、看護助
手にＡ氏を車椅子に乗せてMR室に行くよう声かけする。看護助手はそのままＡ氏をMR室へと降ろ
し、検査技師さんより患者が違うと指摘されてミスが発覚する。
１４時４５分、注射指示シートをもとに薬剤を準備した。ＫＮ３Ｂ５００ｍｌにヘパリン５ｍｌを入れ２０ｍｌ
／ｈでおこなう指示だったが、Ｗチェックを受ける際に、ヘパリン１０ｍｌのバイアルのままで確認し
てもらい、そのまま詰めて使用した。点滴ボトルにもヘパリン１０ｍｌと記入してしまった。深夜勤務
のため情報を収集している際に間違いに気付き正しい内容のものと変更した。約１０時間、間違っ
た内容で点滴を行った。
14時45分手術室入室との連絡で抗生剤施行した 前投薬であるプレメディを施行するのを忘れて
しまった 術中の抗生剤を病棟に忘れたため取りに行った際にプレメディを見つけ術中の抗生剤と
ともに手術室に届けた。その後、リーダー、師長に報告 患者はスムーズに手術に入り麻酔導入
も遅れることなく実施され問題なく術中も経過されたとのことであった 帰室後、プレメディの確認を
したところ手術室では実施されなかったとのこと
14時50分に、400mLを60滴/分に合わせた。15時40分にナースコールがあり、点滴が終了してい
た。
１４時ＯＰＥ出し予定の患者を１３時にプレメディ。１３時３０分にＯＰＥ出しを行った。ＯＰＥ室のス
タッフより指摘を受け時間間違えに気がついた。午前中に翌日のＯＰＥの患者の処置をしており、
その間患者のＯＰＥだし時間と勘違いをしていた。
１４時からＯＰＥの患者がいて、１人の看護師（１年目）が準備をしていた。ＯＰＥ１０分くらい前に準
備は出来たか確認（看護師に）したが、患者様本人のチェックをしなかった。ＯＰＥ出し後ナースス
テーション内でふと弾性ストッキングをはいていなかったような気がして、ＯＰＥ室に問い合わせた
らはいていなくＯＰＥ中であった。はかせていないだけでなく、サイズの測定もしていなかった。ＯＰ
Ｅ準備をしていた看護師が１年目であり一緒にチェックしたり声をかける必要があった。
１４時にバタンと音がしたので、廊下に出ると病室の前で、患者が左膝をつき、うずくまっている状
態であった。病室のドアの手すりをつかもうとして、上手くつかみきれず、倒れてしまったと話す。
患者を発見した時、患者はスリッパをきちんと履いていなかった。 転倒時、左肩と左膝を打撲す。
14時に時間薬のメネシット、ビシフロールの内服ができていることを確認したが、16時内服確認
時、14時分が残っているのを発見した。 患者に問うが、飲んだ、覚えていない、ポケットに入って
いたものだ等、詳細はっきりせず、当直医に報告し、14時分はスキップすることとなった。患者は16
時の時点でやや動きが悪くなっていた。
１４時に側管から点注するはずのラシックス２Aｐを忘れてしまい，そのまま転棟させてしまった．そ
の後１６時半に気付き，先生に報告し，２２時の時に4Ap点注することとなった．
14時に渡さなくてはいけないオキシコンチンを渡し忘れていた。そのため、17時に内服してもらっ
た。
１４時のレクの声かけに自室を訪室すると患者より「毒を飲んだ。」との発言あり。うかがうと、持参
していたシャンプーを２０ｍｌ程飲んだと。正確な量は不明。「死にたかった。子供も夫も私がいない
方がいいと思っている。」と。ＶＳ著変なし。嘔気あり、その後シャンプー混じりの胃液・唾液の嘔吐
あり。その他自覚症状なし。Ｄｒ報告、指示にて牛乳４００ｍｌ飲んでいただく。以後、２度程再び嘔
吐あるが嘔気消失していく。
１４時の血糖チェックで血糖値が高く、ダブルチェックを上司に行ってもらったところでインシュリン
をメインに混注していないことに気付いた。医師に報告し、その時点でメインにインシュリンを混
注、１時間後血糖チェックし、スケールにのせる指示をもらう。１５時血糖チェックを行い、スケール
にのり、インシュリン８単位皮下注射を行う。製剤室調整でおこなわれている点滴は全て混注され
ているという思いこみと、注射箋の確認不足からインシュリンを混注せずつないでしまった。
１４時の血糖検査予定が入っていたが、忘れてしまった。ミスに気付いた時点で検査を実施し、後
勤務者に申送りした。

背景・要因
改善策
慌てていた。メモをしっかり見ないまま受持ちスタッフに移送が必要な患者様か確認をとっていた。 メモをしっかり見ないまま看護助手に依頼してしまったので、電話をうけた自分が必ず患者の所ま
で訪室して患者に検査の確認をする。

確認不足

準備の際、バイアル瓶から一部を吸薬して与薬する時はシリンジに予め吸薬したものと、元のバイ
アルをそろえて確認してもらう。

術前に抗生剤は頭にあったが、プレメディの事を忘れてしまった 注射せんにての記入時も気が
付かなかった 午後オンコールであったため時間が遅いと思っていたが、予想以上に早く連絡が
来たため、早く患者を手術室に連れて行こうと思っていた

注射せんのダブルチェック時は、メインも含めすべて確認する 手術室への申し送り時も注射せん
を忘れず確認する 術前の指示の確認と準備を確実にする

滴下確認時は座位であったが、臥位に体位を変換していたことに気が付かなかった。

観察の強化。患者への十分な説明。

確認習慣の欠落

業務改善、徹底

ＯＰ出し手順の不徹底

チェックリストの活用

毎日、歩行に対しては、慎重に行い、時間を決めて、リハビリを行っていた。 スリッパをきちんと
履いておらず、転倒しやすい状況であった。 患者は外反母趾もあるため、スリッパを履くときは、
毎回、気を付けていた。しかし、今回はトイレに行くという気持ちが先走り、スリッパをきちんと履か
ずに、歩行してしまった。 振戦もなく、最近は手すりを持たず、歩行することもあった。
確認不足

左肩の疼痛の訴えがあったので、湿布貼用。主治医へ状態を報告。 スリッパを履くこと、歩行は
急がず、ゆっくり歩くなど気を付けるように注意を促す。 歩行時はなるべく、手すりを持つよう指導
する。

転棟時に焦って準備をしてしまっていた．転棟時間と投薬時間がかさなってしまった．持参物品の
確認が不十分であった．
処置版からの情報収集時に見落としていた。 また、注射係も14時のオキシコンチンを出し忘れて
いた。 2つの事が重なり渡し忘れが起きてしまった。
患者の精神面の把握・それに対する働きが不足していた。また、よく「死にたい。」と口にしており、
自殺未遂の経験も何度かあるｐｔの環境に対するアセスメントが不足していた。

転棟時忘れ物がないかチェックリストにて十分に確認する．看護師間でしっかり申し送りをし，お互
いに疑問があったらその場で確認し，報告する．
思い込みで仕事をしないように心がける。 情報収集時にぬけがないように注意する。 また、注
射係が部屋もち看護師に内服があることを声かける。
患者の表情・言動の変化をしっかり把握していきたい。言葉で表出することが困難でも、変化を感
じたら積極的に声をかけたり、場を設け思いを言いやすい環境を作ったりなどしていきそのときそ
のときの患者の精神面を把握していきたい。 環境への配慮にも気を付けたい。

自己管理練習中（間違いの多い）の患者の薬は特に一つ一つのケース、袋を綿密に確認する。

確認不足 思い込み 急いでいた 注射箋には、病棟にて混注するようマークが入っていたこ
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど管理)の強化
と、ハイカリックのところにも病棟にて混注と示されていたが、見ていない。インスリンの混注は2回 注射箋をしっかりと確認をする。内容まできちんと声にだして確認する。
目である。
確認不備。管理方法に問題（ノート、掲示板による表示のみ）

対象者、検査時間等が看護師の掲示板に表記され、また担当者は各自ノートに記載しているが、
見落としによるミスは繰り返されるという検討結果から目と耳（タイマー）を使った管理を実施する
よう指示。
１４時の抗生物質を施行し忘れていた。準夜勤務者が指示シートを確認していて実施忘れを発見 抗生物質の点滴は１０時、２０時に行う事が多いので１４時にはないと思い込んでいた。 指示書 指示シートの確認をしっかり行う。
し、２時間３０分遅れで施行した。
確認不足
１４時の指示を忘れて１７時に与薬
他の業務に気を取られた
ワーキシートを適宜確認し、漏れがないかをチェックする 忘れない用に事前に準備する
１４時の注射、生食１００ｍｌ＋イセパシン２Ａを１Ａのみと思いこみ、１Ａのみ混注した。準夜フリー 注射伝票と現品の確認を十分していなかった。又イセパシン１Ａと思い込んでいた。オーダリング ダブルチェックや赤線を引くなどの工夫をしていたが機能していなかった。注射伝票が企画量を見
看護師がイセパシン１Ａ残っているのを発見。注射伝票には赤ラインで２Ａと引いてあった。準備は に替わって伝票が見にくかった。
て間違いやすい点があるので今後伝票表示の改善など出来ないだろうか？残量チェックをその時
他の看護師がしておりダブルチェックしていた。
行うのも早く間違いに気づける。
１４時の排尿チェックをしていた時、溜めてあった尿を捨ててしまった。捨てたとき蓋に『クレアチニ 捨ててしまった看護師の確認不足。 テープに赤色マジックで記入してあったため、見にくいところ 尿量は必ず見るため、計測の目盛りのがある横にもシールを貼っておく。 テープの色を見やすい
ンあり』という字が目に入り、ハッと気づいた。すぐ患者に説明謝罪し、蓄尿しなおすこととなった。 もあった。
色に、そして大きな文字で記入することとする。
14時の排泄介助時、右側臥位の本人を側臥位にし、オムツ交換していたところ右腕に表皮剥離を ・新人等の院内事故防止教育の問題点
・長袖を着用していただく。 ・直接肌に触れないように注意を払って介助する。
発見した。
１４時まで車椅子移乗し過ごす．以降ベッドで臥床し過ごす．１５時訪室時臥床していた．１６時自 意識障害，構音障害有り，何をしようとしたかは不明だが，臥床していることが嫌であったと思わ 覚醒しているときは車椅子移乗して過ごしてもらい，日中の生活リズムをつける
己にて数歩歩いたところで転倒．ＮＣＵ内にあった緊急カートに下顎を打ち転倒．
れる．
14時血糖測定したところ、血糖が高かったため指示を確認し、ヒューマリンRを皮下した。２時間後 血糖測定で、抗糖尿薬の与薬の必要があった患者は２時間後の再検の後も抗糖尿病薬を皮下 再検後の指示は特に確認しメモしておく。
再検の指示もあったため16時に再検し再び血糖が高かったためヒューマリンRを皮下注した。申し 注射するケースが多いため今回皮下注射の必要量を確認するためにカルテを見たものの、再検
送り時その旨を準夜NSに申し送ると、再検後はヒューマリンRの皮下注はしなくてよいのではない 後も皮下注射するものだと思い込み施行してしまった。
かと指摘を受けた。カルテを確認すると再検後のヒューマリンRの皮下注射は必要なかった。
１４時検温後退室。７分後にゴツンと音がしたため、他の看護師が訪室すると床へしゃがみこんで 痴呆があり、在室でも食事等あまり摂れていない患者であった。最近ＡＤＬが上昇した為、さらなる メインナースステーション前にて観察（個室）。５分から１０分間隔（ドア開放）。朝・昼・夕の食事と１
いた。ベッド柵は両側ともにしてあり、隙間より下に落ちた様子。主治医が来棟していたため診察。 注意が必要だった。
０時・１５時ステーション内で対応。観察は分キザミで行っており、これ以上の対応は限度がある。
本人はどこも打っていないというため、バイタルチェック後経過観察となった。
家族にもリスクは話をしてあるが、協力体制をもっと話し合うべきであると皆で話し合った。
１４時頃より言動がおかしくなったためその都度説明し、注意して観察していた。主治医に状況の 観察不足
言動に変化が起きた時点で抑制をする。
報告をしている間に末梢静脈ラインを自己抜去してしまった。
１４時頃外科入院中のＡ氏（６４歳）はいつもウオーカーを使用して歩行をしているが、この日はウ １ ウオーカー使用していなかったために不安定であった。 ２ 筋力低下がある。
１ 転倒の危険性があるのでウオーカーの使用を説明する。 ２ ウオーカーを使用しやすい場所
オーカーを使用せずに歩行中転倒した。
に置く。
１４時頃廊下に血液が落ちているのを発見した。跡をたどると病室に点滴ルートの接続を外した点 観察不足
点滴を行っていることを繰り返し説明した。 頻回に訪床し排泄などの有無を確認し早めに援助し
滴ボトルが残っていた。患者を探すと静脈留置針が入ったままトイレで排泄をしていた。留置針か
ていく。
らは血液が流れていた。すぐにラインを接続した。
14時施行予定の抗生剤を、10時に施行してしまった。直後に回診し、経過良好にて退院となる。 小児科病棟が満床のため内科病棟に入院したため、点滴セット定量筒の使用に不慣れだったた 小児科指示の定量筒の使用法を病棟で学習会を行った。
め、アラームの鳴った理由の確認不足思い込み。
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具体的内容
14時点滴の〆で尿を回収した直後くらいに点滴の自己抜去される。ラバーシーツに脱血少量あ
り。

背景・要因
不穏患者ではあったが、今まで点滴の自己抜去はなく点滴の固定は普通の患者と同様にしてい
た。

改善策
今まで前腕に点滴挿入されていたが、前夜に点滴閉塞し、手首のあたりに再挿入される。手を動
かした際に点滴の違和感を感じ抜いてしまったかもしれない。点滴の固定とともに点滴の挿入部
位にも気遣う必要あり
声にだして確認を行う。 指示をひろったらダブルチェックを行なう。

1４時点滴指示が出ていることを確認。注射処方箋を印刷しカルテと照らし合わせる。カルテ上は１ １４時の哺乳、点滴更新、抗生剤の時間と重なり、焦りがあり確認がおろそかとなった。
０％G３ml/HだったがPC上は１０％G２ml/Hだったことに気付かず注射処方箋を見ながら点滴作成
し、児の点滴を更新した。１６時２０分頃準夜NSに指摘され間違いが発覚した。Dr.に確認するとPC
への入力ミスだったと言われ、点滴を２ml/ｈから３ml/Hへ速度変更した。（血糖の再検はいらない
とのこと。
１４日０：００に更新予定の点滴を準備する際、１２日の０：００に混入分として準備されたマルタミン マルタミンを冷蔵庫から取り出すとき、箱に書かれた患者氏名と日にちを確認せず取り出してし
確認を十分行う
が残っている事に気づいた。当事者に確認すると、１２日に中止指示があり現物の返納がされて まった。
いない別の患者のマルタミンを使用したことが判明した。
14日17時過ぎ自室で転倒（見ていない）右胸強打その後レントゲンで右肋骨骨折あり、痛みある 高齢、もの盗られ妄想あり時々ふらつきあるが、自分のことは自分でしたいという思いが強い
生活指導、環境調整
がバストバンドで固定し日常生活可能
１４日当日受け持ちだった患者に１３時交換の５ーＦＵ入り点滴を休憩に入る時間だった為、別の 点滴交換後に点滴の流量確認チェックを怠っていた。２４ｍｌ（時間）のままだという思いこみがあっ 輸液ポンプの流量を必ずチェックする。点滴時間を確認し正しい流量であるか確認する。
看護師に申し送った。休憩より戻り点滴交換されていることは確認したが、流量の確認をしなかっ た。
た。２４時間持続であり、点滴にも１３ー１２と明記、午前中は２４ｍｌ（時間）となっていた。交換時別
の看護師が１３ー２４と勘違いし４７ｍｌに変更していた。１５日深夜で来たとき準夜看護師より５ーＦ
Ｕが０時に終わったことを聞き２４時間で施行すべきところを１２時間で施行してしまったことに気づ
いた。
１４日分の処方内容のところ７日分のみ調剤してしまった
確認ミス
分業の徹底
１４日分処方するところを１日分しか処方しなかった（１→４と入力したが４が認識されなかった）
オーダ端末の性能の問題
オーダ端末の性能を上げる
１４日夕からインスリンの定期注射が開始となった。しかし、１５日夕のインスリン注射を施注する 当事者が前に勤務したときには定期注射の指示は無かった為、注射は無いものと思い込んでい 注射処方箋での確認作業を怠らない。 思い込まず患者様の情報収集を行う。 処置などの変更
のを忘れてしまった。
た。 注射処方箋での確認を十分に行わなかった。 処置が記入されているワークシートに定期注 点は必ずワークシートに入力するようにしていく。
射が開始になったことが入力されていなかった。
１５：００頃、体位変換の為訪室すると、ｽﾞﾎﾞﾝ・ｵﾑﾂを剥ぎ取り、IVHﾙｰﾄを引っ張っていた。確認す 不穏行動のある患者で、ﾁｭｰﾌﾞ類の自己抜去の可能性は高いということのアセスメントが不足して 家族への自己抜去などリスクを含めてた再指導。不穏患者の食事摂取状況などから、IVHカテー
るとIVHﾁｭｰﾌﾞが数センチしか入ってなかった。医師へ報告後、食事量も入っており中止となる。以 いる。
テルの適切な抜去の時期を主治医と相談し、早期に抜去する。
前 不穏・眠剤服用後に転倒されたことがあった。
15:13入院中の患者が、パジャマ姿のままスーパーへ買い物に行ったと連絡があった。すぐに迎え 夜間良眠できず、家に帰りたいと訴えていた。数日前も無断で外出したこともあったため、十分気 症状が悪いときは入院に至り、改善したら早期退院できるという、病状の経過説明がきちんと医師
に行き一緒に帰院する。
を付けていたつもりだった。
よりされていれば、不穏な行動はとらないケースである。
１５：１５にＯＰＥ室より帰室。ＯＰＥ室看護師より申し送りで「１５：００より3ｍｌ/ｈで０．５％リドカイン 思い込み確認手順の不備
確認方法の徹底
を開始しました。」と送られた。Ｖ／Ｓをチェックする際流量、3ｍｌ/ｈを思い込んで確認していた。残
量54ｍｌを確認し、予定量より少ない事をリーダーへ報告する。リーダーより「Ｄｒがきたら確認しま
しょう。」という返事をもらい医師がくるまでそのままにしていた。１５：４０頃医師が来棟し、5ｍｌ/ｈ
に設定されているのを発見された。副作用の出現がなかったので、流量を指示量に設定し直すだ
けで良いという指示をもらった。
１５：３０に、テルモ生食２５０ｍｌ+エラスポール３００ｍｇ（１０ｍｌ/ｈ）を定期交換している患者様で テルモ生食は５００ｍｌをよく使用するため、５００mlだろうと言う思い込みがあった。 休日であった 確認作業を確実に行う。 病棟で準備しなければならない薬剤に関しては準備する時点でもダブ
あった。１７時主治医が来棟し、テルモ生食５００ｍｌが投与されていることに気づく。主治医より２０ ため、病棟定数から注射薬の準備をしたため、薬局での確認が出来ていない状態であった。 確 ルチェックを行っていく。
ｍｌ/ｈへ変更指示あり。投与濃度が薄くなっていたため、肺障害悪化する可能性があった。患者に 認が不十分であった。
著変は見られなかった。
１５：３０頃同室患者の家族が、「Ａさんが点滴を引っ張っている」とナースステーションに報告に来 ・活動範囲拡大後の患者の排泄スタイルを認識できていなかった。・ルートが短く、点滴スタンドも ・カーテンを閉めに行くまでの点滴スタンド位置やチューブの長さは適当か確認作業が必要だっ
る。すぐに看護師が訪室すると点滴ルートを引っ張ったまま、ベッド足元側の床にしゃがみこんで ベッド固定分を使用していたため、活動の妨げが生じた。・排尿の際は、ナースコールするよう促し た。・ナースコールの位置は適切であったのか。・患者の排泄パターンを把握する必要があった。
いる患者を発見する。点滴固定テープは、剥がれているが抜去なし。外傷なし。「尿器でトイレしよ ていたが、十分な理解が得られていなかった。
うと思ってカーテン閉めに行ったらふらついた。お尻を少し打った。」と話す。当時ベット柵は、右上
部以外の３つ使用中であった。
15：30指示簿を確認すると、ＭＲＩ入眠処置前にインタールとベネトリン吸入の緊急指示が出ていた 情報不足
勤務中定期的に指示簿をチェックするようにする。指示がきちんと伝達できるよう伝達方法を見直
ことに気付く。吸入しないまま検査は終了していた。医師は看護師に声をかけたが担当看護師に
す。
伝わらなかった。 主治医に報告。検査は終了しており呼吸状態が特変無かったため吸入は実施
せずに様子観察となった。
１５：４５看護助手より患者様が浴室で転倒したとの報告あり。左側胸部表皮剥離、内出血軽度。 日ごろ歩行障害があり、ふらつきがある患者で頻回の観察、付き添いが必要であった。転倒時脱 浴室を使用する前には環境整備を行い、安全に入浴が出来るように配慮をする。又、歩行が不自
疼痛軽度。流涎認められるが意識レベルの低下は認められず。BP168/108。P90。16:00主治医診 衣所に障害物（机、掃除用具等）があり、転倒の危険が十分に予測できたため付き添う必要が
由な患者については介助を行なう。
察。セクターゲルの塗布。様子観察の指示あり。
あった。
1500/dayの持続点滴。前腕のルート閉塞のため、下肢へ再挿入したが、予定より早く終了してい 滴下速度の確認不足。
処方箋とカルテを十分に確認し、他のスタッフとも確認しあう。
たことに気付いた。ルートを上肢から下肢へ変更した際に、滴下状態が変化したものと思われる。
１５００ｍｌの輸液にヒューマリンＲ１０単位が入った点滴を１４時ー１４時で実施の指示のものを６ 思い込みと知識不足。
持続点滴は訪室ごとに滴下状態を確認するよう指導。点滴注入速度が患者に大きく影響を及ぼ
時３０分に終了してしまった。勤務開始の１時に訪室した時点で残７００ｍｌであったが、インスリン
すものについてはポンプを使用するように指導。
の入ったものを勝手に速さを変えるのはよくないと勝手に判断し、毎時６３ｃｃに合わせた。３時に
訪室、残６００ｍｌあり、毎時６３ｃｃに合わせた。４時は滴下を確認しなかった。６時３０分には終了
していた。医師をコール。医師の指示によりヒューマリンＲ１０単位を皮下注射した。患者異常な
し。
１５ー３０分毎に観察していたが４時３０分病室に行くと床を這っている所を発見する。腰痛症にて 観察不足 夜間、大声を出すなど不穏状態であったが体幹抑制は家族の同意が得られないため 危険な行動がある時は抑制させて頂く
入院中、車椅子にて自力移動できる。
施行していなかった。
１５ｃｍ台の昇降訓練中右下肢支持脚としての降段時、膝が崩れた状態となる
業務、労働体制上の問題点
・物理的な環境や設備上の問題点
患者の様態によって複数介助の検討
１５歳の患者が母親と受診。患者が退室し母一人になった時、「以前に不登校などで外来を受診し ・オーダリングシステムになり、受診時患者が記録を容易に確認できるような環境になっている。 ・家族との事前の調整 ・ＰＣ設置環境の見直し
た時の電子カルテを患者が見てしまい、（母親に）文句を言って気持ちが治まらない」とのこと。担
当医と面会し気持ちが落ち着き帰宅した。
１５時３０分ごろ、経験２８年目の看護師が筋電図検査に呼び出しのあった内科入院中のＡ氏（６８ １ 検査日が変更になった時の検査簿への名前の書き間違い。 ２ 検査変更を医師指示簿に記 １ 変更になった時は記載後に再確認する。 ２ 検査変更は各勤務で確認し医師指示簿にも記
歳）を車椅子で案内した。検査担当看護師から名前の確認があり患者間違いが判明、事情を説明 入していなかった。
入する。
し帰室してもらった。検査日が変更になった時に、検査簿に書いていた患者の名前が間違って記
載されていたために起こった。
１５時３０分ごろに昼食後薬が配薬箱に残っていて、投与忘れに気付く。 主治医に報告し、すぐに 薬を看護師管理にしていることを忘れていた。 カーデックスには記載されていた。
配薬のマニュアルを作成した。
内服してもらう。夕食後薬を２１時に変更した。
１５時５０分に手術室から帰室。２１時に心電図モニターに乱れがあり、部屋にいくと、末梢点滴
術後、ナースコールの説明はしていたが、患者の遠慮がちな性格があった。 乳腺手術の患者に 排泄誘導や、ナースコールについて説明を十分し、患者へ用事がないか、訪問回数を増やす
ルートとバルンカテーテルが抜かれており、患者はトイレで排便をしていた。医師が診察し､尿道口 は、術後早期離床にむけルートやバルン等のチューブの再考。
に損傷はなかった。
15時からマルクの予定があり、昼食は延食の指示があった。昼の配膳も自ら行ったにもかかわら 母親に検査の説明がなされていなかった。 食事ケアシートに延食と記入されていなかった。 昼 食事ケアシートへの記入を確実に行う。 他の看護師にも知らせておき、連携を図る。 医師から
ず、延食であることを忘れていた。14時ごろに気がつき主治医に報告したが、予定通りマルクは行 当番の看護師に知らされていなかった。
も検査の説明を家族に行った際、延食などの説明をしてもらうようにする。 検査の前には必ず家
われた。
族に検査内容についての説明を行う。
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具体的内容
背景・要因
改善策
１５時ごろ２箇所のOP室から検査が提出されたが両方とも凝固していた。一方はｶﾞｽを参考値でも 確認不足 不注意 うっかりミス 思い込み
スタッフの教育／指導体制
良いからということで血算のみの取り直し。もう一方はｶﾞｽと血算の取り直しとなった。採血管を分
かるように所定の位置に置き取り直し分がきたら確認のうえバーコードを張ることになっていた。初
めに血算のみ降りてきて測定をした。次にｶﾞｽが降りてきて検査をした。その時同時はかる血算の
採血管がなかったので受け取ったものに確認したところ血算は先に降りてきてもう測りましたという
答えが返ってきてｶﾞｽのみ測定をした。それからしばらくして血算のみ取り直しをしてもらようにお願
いしたOP室から血算のデータ-がまだであるという連絡が入り確認したところ受け取った者がラベ
ルをはりまちがえていたことが判明した。その方はすぐにはりなおしてデータ-を送った。間違った
データ-が戻ってしまった方はｶﾞｽの残りがまだ充分にあったのですぐに血算を測りなおして麻酔科
のドクターに連絡をした。
１５時ごろ離床をすすめるためＧＵＰ９０度にし様子をみていた。昨日より不穏行動あった為家人付 家人が変えられた後の観察が不十分であった。 患者様のチューブに対する認識が低かった。
家人へ部屋を離れるときは看護師に声をかけるよう説明する。 本当に患者にチューブが必要な
き添っておられたが、１５時過ぎに帰られた。１５：３０他の看護師がＮＧチューブうぃ自己抜去して
ものであるか再検討する。
いるのを発見した。患者様は一生懸命抜きましたと言われた。その後嘔気・嘔吐なく経過され医師
へ報告すると様子観察してくださいと指示を受けた。
15時にCVラインのルート交換を行った。側管から5種類の薬剤を投与中であった。その中にヒュー ラインをプライミングする時に先輩看護師が指示表を読み上げて私がポンプを確認しダブルチェッ プライミングをする時のダブルチェックで役割を変えてもう一度する。ラインを交換する前にもう一
マリンR20単位+生食20mlを2ml/Hの指示があったが、17時の準夜とのダブルチェックの時に
クを行っていたが、この時に流量を間違えて設定していた。ラインを交換する前とした5分後に再度 度ダブルチェックをする。また、ラインを交換した5分後にもダブルチェックをする。
1ml/Hで投与されていたことに気付く。約2時間の間指示の投与量がいれていなかった。すぐに麻 チェックができていなかったため、発見が遅くなった。
酔科医師に報告し、2ml/Hにあげるよう指示を受けた。患者に影響は特にみられなかった。
15･時に出す予定のエンシュアゼリーがなくなっていることに同職種者が15･時前に気が付き、患 冷蔵庫の中の物は全て処分していいと思っていた。 昼食使用の調理済み食品と、それ以外の食 特殊な物を廃棄する時は確認する。 特殊なゼリー類を作った時は作った日付けを担当者が記入
者に出すことができなかった。 当事者に確認したところ、昼食配膳後、食材を処分する定刻に
品の区別がつけれていない。本人の認識不足。
する。
なったので、冷蔵庫の中にあった食品を全て処分した。その中にエンシュアゼリーも含まれていた
が気がつかなかった。
１５時に点滴を交換しに訪室した時は眠っていたが５分後に同室患者の家族よりナースコールあり 薬剤の影響下（腹痛の訴えがあり、生食１００ｍｌ＋ソセゴン１Ａを点滴しておりボーとした感じあり） 薬剤を使用し影響が考えられる時は頻回に訪床し観察する。
訪室時には末梢静脈ラインを抜去していた。
１５時の経皮的心肺補助装置抜去前に行なおうと、１２時に点滴類をすべて準備したが、その際、 処方箋を見ながら行なったが、確認が怠っていたと思われる。一人で準備をし、他の看護師と確 主治医に報告。血圧に変動がみられず、そのまま通常濃度で施行していくこととなった。点滴準備
処方箋を見ながら行なったにもかかわらず、ノルアドレナリンの濃度だけを見落としてしまった。
認をしていなかった。
の際、処方箋との確認後、他の看護師との内容確認を徹底する。思い込みをせず、声に出して行
なうなど、基本を怠らない。
１５時の入院時に注射指示シートを出力した時には、生食５０ｍｇ＋サクシゾン１００ｍｇの点滴の 指示伝達の不備
指示入力が遅くなる時は看護師に連絡してもらうように徹底してもらう。
指示はなかった。医師と看護師の連絡表にも指示されておらず医師からの口頭による指示もな
かった。その後２０時３０分の時点で、上記の指示が入力されていることに気がつく。すぐに指示さ
れた医師に報告。「輸血によるアレルギー症状がなければ中止してよい。」と指示される。輸血中
血圧１１０代、脈拍９０代体温３６度代と、バイタルサインに異常なく、発疹、気分不快等のアレル
ギー症状もないためサクシゾンは中止とする。
15時以降の指示変更は入力だけでなく､看護師にも連絡することになっているが、翌日朝からの 伝達不足 ルール違反
オーダリングのルールを守る
中止指示を伝達しなかったために朝与薬してしまった
15時頃、受け持ち患者様のOP時間が近づき、OP出しの最終確認をしていた。申し送り書・同意 患者の確認が不十分だった。OP前の注射をするときも、ベッドネ－ムや患者に名乗っていただい 受け持ち患者で、本人だと分かっていてもバンドの名前を確認し、本当にその患者かどうか確か
書・レンズ等忘れ物が無いことを確かめ、まとめておいた。15:30、OP時間になり患者様をOP室に ただけで、バンドを見ていなかった。
めるようにする。OPの時は同意書等の書類も大切だが、OP室の方にも本人と分かるような、ネ－
移送した。その後OP室の看護師に申し送る時、患者がネ-ムバンドをしていない事を指摘され、患
ムバンドが必ず付いている事を確認する。
者に付け忘れていたと気づいた。
15時頃ホールにて御家族よりヘルパー通じて患者様が、床上に座って居る所を発見する。テレビ 死角になる場所に座ってテレビを見ていた 何度もそのような状況を繰返していたにもかかわら 以前より離床長時間に及ぶと、でん部の痛み出現し、自分で座り直す行動あり。しかし、知覚鈍麻
鑑賞中、健側の靴を脱ごうとして、健側の足とお尻がずりずりと滑り床上に座ったと話され、打撲 ず、スタッフの危険の認識が薄かった。患者がどの場所でテレビを見ていても死角とならない場所 強く座りが浅くなり、車椅子からずり落ちそうな所を何度も介助で修正される事があった。患者は
等の観察をして異常認めず院長報告して経過観察とする。
で見守る必要がある
注意障害(+)、声かけでその時は気付くも何度も繰返している。その事から、乗車時間の確認や定
期的に座り直すよう関わり確認するなどの必要があった。
１５時手術終了後水分可能で、食べ物は夕食からだったが、１５時栄養科よりおやつが上がってき 栄養科との連携
おやつも食べ物だということを母親にも伝達する。食事箋を出すときに、おやつを出さないよう記
て本人ほしがったので食べさせた。異常なし。
載する。
15時尿量を確認しようと患者のトイレを開けると蓄スポに尿が半分入ったまま袋に入って置いてあ 物忘れやど忘れ
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど)管理の強化
るのを発見。先輩に報告し、検査が実施されたか確認する。日勤で尿破棄の際、半分採り深夜の
看護師に送ったが採り忘れていたとのこと。医師に実施されなかったこと報告し、患者に説明・謝
罪する。
15時予定の手術患者に対して14時30分に前投薬投与し、15時着で手術室に担送した。しかし、前 ○/13の病棟の申し送り簿には２例目以降の手術に関しては、変更があれば手術室から連絡が 病棟間で認識にずれがあり、またスタッフ間でも統一されていない事からお互いの病棟間で認識
の手術が終了しておらず、患者は一旦病棟に引き返すことになった。手術室では、２例目以降の あるため病棟からの確認の必要はないと記されているためそのような認識があり、確認の連絡は の統一が図れるように、口頭の伝達ではなく、紙面としてマニュアルを作成していただく方が良い
症例は病棟から確認の連絡をしてもらっているとのことであった。今回前投薬投与前に確認の連 いつも特には行っていなかった。 しかし、手術室では他病棟からはいつも連絡をしてもらってお と考え、副師長を通じ手術室に申し入れた。
絡は病棟からは入れていなかった。 患者は前投薬後ということもあり傾眠しており、血圧も140台 り、当該病棟だけ特別そのようには聞いていないと言うことで病棟間で認識の相違、または伝達
から110台と軽度低下がみられた。状況を主治医報告し様子観察となる。その後大きな状態の変 の相違があったと考えられる。
化はなく、15時40分手術室へ担送する。
１５日、くも膜下出血で入院。当日手術。１６日ＣＣＤ自己抜去。 患者、意識レベル１ 麻痺なし、 大丈夫だと思い他の不穏の患者にしか注意がいっていなかった。意識レベルがよかったため安心 ドレーン挿入者に大丈夫という基準が有るだろうか？抜かない保証はどこで判断したのか？。ド
会話はほぼ問題なく行われていた。 消灯後、間もなくコールあり（患者本人）訪床すると「何か気 していた。ドレーン管理を今一度やり直します。 ＳＡＨ患者の看護をもう一度スタディ必要 看護 レーン管理はもっと重要に認識するべき業務であると思う。不注意による代償は、全て患者にふり
になって引っ張ったら抜けてしまった」 と訴えてくる。完全に抜けていることを確認しＤｒに報告。ド 責任を一人一人自覚を持てる環境も必要。
かかる事になります。
レーン部の縫合をしてもらう。 その後、バイタルなど状態の変化はないか観察を続ける。
15日に医師が、17日分の採血指示をコンピューターオーダー入力された。その際に指示簿に17日 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・血沈指示について、病棟では伝票を使用しておらず、医師が指示簿に記載するシステムであっ
の血沈も指示していた。（血沈はオーダー入力外）指示簿にサインしていたが、血沈のスピッツが 点
た。外来で使用している伝票を病棟でも利用し、医師へ指示の際は伝票を記載するよう通達した。
作成されておらず、カルテの処置記入欄にも記載されていなかった。17日の採血時オーダー入力
分のみしか採血せず、医師に血沈も指示していたことを指摘された。
１５日の深夜勤務帯で、深夜の看護師が朝食後薬を準備していたところ、１０日から１４日までメガ 内服薬管理マニュアルを守っていない。
病棟相談会で周知し、業務手順の確認を行う。
ロシン２錠１×で５日分処方され、看護師管理で与薬していた薬袋の中にメガロシンが２錠残って
いた。
15日肝細胞ガンに対しTAEを行った患者を担当医として受け持つ。主治医より1週間くらい経過を 主治医に連絡確認をしていない 治療に対する理解不足と患者への説明不足（IC）
退院などの重要な治療の決定に際しては、上級医師の最終的確認をとる。 治療を行う患者の病
追って発熱などの症状が治まれば退院の方針であると指示されていたが、著明な発熱、疼痛など
態を把握してから医療行為を行う。
が翌日観察されなかったため退院可能と判断16日退院した。退院当日主治医は外来診療中、午
後2時ごろ主治医に連絡をとり、事態が判明した。患者には説明し、17日再入院していただいた。
外泊の形をとり経済的負担は削減されたが、経緯については患者の不満はある。23日軽快退院
した。患者は前回と違うので訝しく感じていたようであった。
１５日分の点滴本体にインシュリンが入っていないため前日に内分泌の医師に確認、ヒューマリン ・医師（内分泌・循環器）看護師の連携不足・思いこみ（ダオニールとヒューマリンの併用だと思っ ・医師同士の連携・医師看護師の連携・伝達を確実に
Ｒ４単位の指示をもらう。１５日朝食前にダオニールの指示あり。（内分泌の医師は知らなかった） た） ・伝達不良
１４日より本体にヒューマリンＲ４単位を入れ６時に血糖測定。２２０であったのでスケールにそって
７時５分にヒューマリンＲ２単位皮下注。７時４０分にダオニール２．５ｍｇ内服後朝食摂取。７時５０
分頃他の看護師より１５日よりダオニールへ変更、点内のインシュリン中止のことを聞いた。８時に
インシュリンなしの点滴に交換。８時２０分血糖測定２３８。９時に主治医へ報告。
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具体的内容
背景・要因
改善策
１６：００の点滴交換時、点滴内容（アミノフリード）混注を忘れてしまった。準夜看護師に指摘を受 点滴の係は時間帯によって多忙な時間があることと、それが混注時と重なることが原因の一つで ２ＷＡＹＰＡＣＫの点滴の混注を、いつ実施しているか確認したところ、患者の病室で行なっていた
け誤りに気付いた。直前まで混注しなければならないことを憶えていたが、他の患者に呼ばれたこ ある。
とのこと。背景・要因にもあるとおり、多忙で他患者のコールを受けたり、業務が重なり忘れること
ともあり、急いでいて忘れてしまった。準夜看護師が医師に報告し、他の点滴と交換した。
があるため、注射伝票と点滴を確認した時点で混合するよう指導した。日常的には手順どおり実
施しているとのことだったため、再度手順を怠らないよう指導した。
16:00までは患者の在室を確認。その後16:20頃患者の不在に気付いたスタッフより連絡を受ける。 ・リハビリにて筋力が回復し、時折失認行動が見られた患者であった。 ・私服に着替えての徘徊 ・ある程度認識を取り戻した患者の対処法を検討する必要がある。 ・同室者(4人部屋)からの情
病院周辺の捜索にも見つからず、通りかかった人に尋ねると「そのような人見かけた」との情報を であったため、顔を知らない人には認識出来ない状況だった。
報を常に得ておく必要がある。(何時もと違った様子など。当日は、昼頃から落ち着きがなかったよ
得、その方面を探したら患者を発見した。
うである。)
16:00発熱有り、ｶﾙﾃ指示を見てｲﾝﾀﾞｼﾝ座50mgのいくべきを、ボルタﾚﾝ座50mgを挿入してしまっ 脳外科指示表が、ｲﾝﾀﾞｼﾝ座薬・ボルタﾚﾝ座薬の両方が記載されていて、指示の薬剤に印が付く ｶﾙﾃ指示の確認は落ち着いて確認する
た。準夜看護師の指摘で間違いに気づいた。患者に謝罪。薬剤によるｱﾚﾙｷﾞｰなど見られず。
ようになっていて、確認したつもりが確認できてなかった。整形外科病棟では、発熱時、ボルタレン
座薬の指示のみで、思いこみがあったのではと言える。
１６：００輸血部から手術室へ自己血を出庫した。１９時輸血進捗画面で確認したが実施されてい 輸血は患者に実施する直前に、輸血と患者のコードをﾁｴｯｸし実施入力した上で輸血を開始する ６月に就任した医師に輸血の実施ルールの説明がされていないことがわかり、すぐに輸血部から
ないため確認すると１６時過ぎに手術室で実施されていた。
ルールになっている。 当事者に確認するとルールの説明を受けていないことがわかった。
すべての医師に説明をした。 医師の就任時オリエンテーションが診療科部長に任せられおり、基
本的な部分は就任１日目に説明することにした。
１６：１５注入開始。１７時訪室すると、ＮＧチューブが抜去されていた。すぐに再挿入し、注入再開 患者観察不足。覚醒時、手指を活発に動かす患者である。以前にも自己抜去したため２カ所固定 覚醒時は注意して頻回に観察を行う。固定方法の検討を行う。
する。
してあったが、鼻腔側の方が抜けてしまっていた。
１６:３０ごろ、ナースコールがあったため、 訪室すると、ベッドの下に座り込まれているのを発見す 患者は発熱しており、足元がややふらついていた。排尿時、事前にナースコールをしてもらうこと 排尿パターンの把握と、事前に声をかけて、排尿誘導し、見守りを行う。
る。排尿後ベッドへ上がろうとして靴下で滑って転倒される。
の指導が不十分であった。
１６：３０ころご家族面会時、ギャッチアップで座っていた患者様を寝かせるとシーツがバナナの皮 Ｂ勤務者で１６：００のオムツ交換をしなかった。ギャッチアップで起こしたとき枕をはずさなかった ギャッチアップ時必ず枕を外す。ポジショニングが崩れていたら直す。出来ない所は申し送るか最
だらけになっていた。担当ケアが１５：３０頃水分補給の為ギャッチアップで起こし、バナナを１／２ 為体勢が崩れた。他のスタッフへの申し送り、声掛けがされていなかった。食べられない物を手の 後まで自分で責任を持って行う。１６：００のオムツは必ず交換する。スタッフへ声掛けをする。食べ
を手に持たせた。他の患者様のナースコール対応でそばを離れる際、残りの半分の皮がついたま 届くところに置いたままだった。仕事を中途半端にした
られないもの、危険な物は手の届くところに置かない
まのバナナをテーブルに置いたままにした。そして退社時間が近かった事もあり、Ｂ勤務者への伝
達を忘れて退社してしまった。
16:30頃TAE後に放射線室から病室へ戻るためにストレッチャーで看護師１人で移送。 病棟廊下 １人で移送しており、患者の状態を見ながら進行方向の狭い範囲だけを見ており、周囲への注意 営繕に連絡をし、割れたガラス面をガムテープで覆い、廊下に散らばったガラス破片を取り除き、
移動時、足側から進み、支柱台は左上肢側にセットしていた。 防炎ガラスに支柱台をひっかけた が足りなかった。 病棟を出る際に支柱台の高さを確認したが、TAE後ストレッチャーの高さが変 他患者に危険のないようにしてもらった。 患者にかかったガラス片を取り除き、左側頭部イソジン
ためガラスが割れ、患者の左頭部、その他にガラスが破片となって落ちてきた。 患者左頭部に痛 わったことを考慮せず、帰室時に確認を怠った。 ガラス板に当たった際、少し抵抗を感じたが、そ 消毒・ガーゼ保護をした。 衣服にもガラス破片があったため、更衣をしガラスが身体に付着してい
み訴えあり、3mm大の傷あり、出血あり。
のまま進んでしまい、ストレッチャーの重みもあり、ガラス板を割ってしまった。
ないことを確認した。 主治医に連絡し状況報告をした。 医師・看護師より患者・家族に謝罪し
た。 移送時には毎回ストレッチャー・支柱の高さを確認する。 ぶつかりそうなものがないか確認
をしながら移送する。 ガラスの素材を替えてもらう。
１６：３０輸液ポンプの調子が悪いと申し送りあり。１７：００巡回時８０ｍｌ／ｈで接続されている。１ クレンメの開け忘れ。日勤者の点検確認不足。おかしいと思ったのに放置している。チャート確認 ボトルから刺入部まで示唆呼称確認を行う。器機が変だと感じたら、交換もしくは自然滴下に変更
９：１５輸液が殆ど減っていない事に気が付き確認すると、クレンメが殆ど締めてあった。その時点 がされていない。
する。輸液量をチャートで確認しながら看護する。
で手動で滴下合わせる
16時25分他患者が、誰か食堂で転んだと教えてくれる。本人浴室前で前向きに転んでいる。「右 今後の不安の訴えもあり、嘔吐、嘔気があった。うつむきがち、表情も暗かった。
早めの不安時の対応。不安持薬の与薬、安心感を与える対応と休養の促しを行った。
肘打った」「ボーっとしちゃって」とすぐ起き上がる。右肘発赤軽度、疼痛軽度。めまいと午後から嘔
吐していたこと訴える。BP124/83mmHg、T=36.5度、P=105 表情暗く、午後不安の訴えあった事よ
り、当直医医師報告して不安時指示与薬
１６時３０分患者からのナースコールがあり点滴が終わったと知らせあり、次の点滴を追加しようと 説明不足（絶飲食中なので点滴は必要である事をしっかり説明していなかった。）
点滴の必要性を説明する。
したところ、末梢ラインを自己抜去しごみ箱に捨ててあった。本日、血小板輸血が終了したので、
患者様は「もう終わりだと思って抜いた」と言われた。翼付針で点滴を再開した。
１６時４０分頃、他患者の用事で同室を訪室すると、当患者が２ベッド窓側に床頭台を頭にして、床 普段は万一の転落防止のためにベッド柵3本と移動用介助バーを使用していたが、事故発生時は ADLが向上し精神面でも変化が見られていた当患者に対し、転倒や転落の危険があることを十分
に仰向けになっている所を発見する。患者本人に右足でしっかり立ち上がるように指示し、前から 柵が一本はずれていた 能力が向上している患者に対し深く分析できていず、危険を予測した に意識して関わる必要があった。今後は患者の変化に気づくことができるよう日々観察を行い、そ
抱えベッドへすわらせる。全身状態の観察をし、病棟医師に報告。特に状態の変化認めず、経過 関わりが行えていなかった。
の変化により次に起こりうる状況を予測し、必要な援助を患者の状況に遅れることなく提供した
観察とする。
い。 考えられる危険性については他のスタッフと情報を共有し、スタッフ間の連携を密にすること
危険因子を減らしていくよう努めたい。ADLが向上してきている時期の転倒 患者は精神的にも安
定し、自分で行動を起こそうとしてきていた変化を看護師は気づいていなく、転落につながったと
考える。安全の確保は、患者のADLや、精神的な変化により方法論を変えていくべきである。看護
師の観察力により、いかに早く、その変化を察知し、転倒・転落の予測をし、プランを変更させてい
く必要がある。日勤業務の中で事故当時の時間は、送りがあったり、早出業務が勤務終了したり、
夕食のため患者を食堂に誘導するなどの煩雑な時間である。その中でもチーム内で連携をとり、
どの患者も転倒・転落をする危険があることを念頭に看護にあたる。ベッド柵は万能ではなく、や
はり人による監視、見守り、予測に勝る物はないと思います。 患者様のＡＤＬの変化に気づかな
い事が転倒につながったって事は、患者を見ていない事になります。業務の仕方を見直して見て
下さい。
１６時50分、デイルームにて転倒したと家人（妻）よりナースコールあり。転倒しているところを発見 右半身不全麻痺があるが、歩行練習をするため、点滴スタンドを持ち、歩行していた（時々行って 持続点滴が終了になるまで、安静にするように指導していく。状況により、看護師の付き添いに
し、介助にて起立し、ベットに臥床する。バイタルサイン異常なし。打撲等みられず。回診医診察に いた）。
て、歩行するように指導していく。
て、様子観察となる。翌朝、主治医に報告する。
１６時からのTPNをｗチェックした。その後インスリンを入れる際に誤って２０単位の所を３０単位注 自己の確認ミス
医師に報告し再度処方していただいた。インスリンも物のみの確認ではなく、シリンジにすってから
入してしまった。
の確認が重要だと思いました．
１６時から施注予定の点滴（ソリタＴ３ ５００ｍｌ）を３０分程度に確認準備して処置台に置いておい 重症患者を多く抱えている状況であった。 確認作業を怠った。
確認した注射薬は自分自身の利用のワゴンに持って、常に行動することにした。 確認作業を怠ら
た。他の患者様の処置にいっている間に、他の患者様の同じ点滴も準備され前もって準備した点
ない。
滴が位置移動されていた。点滴落下が少し遅れ１７時頃、急いで施注してしまった。１８時ごろ他
の看護師が間違いに気が付いた。連絡を受け、患者様は手術直後であったため、付き添いの娘さ
んに処方箋を提示し内容が同じであるが、点滴ラベルを間違えたことを話しお詫びをした。
１６時ごろ家人よりシーツが濡れていると報告あり。確認すると点滴ルートの接続部が緩んでおり レベルはクリアであるが高齢であり点滴ルートまでは気にかける事なし。検温時ルートを確認した 検温時だけではなく頻回に訪室しルートの確認をしていくべきであった。
シーツ汚染あり。夕方のDX値３６８mg/dl。医師に報告しインスリンの指示をもらう。
がその後患者様が臥床していたため特にルートをみていなかった。
16時に「点滴が終了した」と患者よりナースコールがあった。同室者も点滴終了していたため、2人 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・開通確認テープは、点滴更新時に再確認する際にはがす。
分の輸液を準備し（2人ともアミノフリード）更新した。準備時、上下室を開通し取り決め事項のマ
ジックでの線を引き、開通確認テープをはがしてベッドサイドへ運んだ。しかし、1人分のアミノフ
リードしか開通しておらず、1人分は開通しないまま更新してしまった。
16時にＡ氏のウロバックより尿を落とす。そしてサニタリーの蓄尿袋へ尿を入れている途中、その 蓄尿しているのはＡ氏のみと思い込みをし、名前の確認をしなかった。
必ず名前の確認をする。
奥よりＡ氏の蓄尿袋があることに気づく。Ｂ氏の蓄尿袋に誤ってＡ氏の尿を入れてしまったことに気
づく。両患者の主治医報告する。Ａ氏は本日の蓄尿は中止、次回12日から指示通り蓄尿続行とな
る。Ｂ氏は9日の8時から翌日8時までの蓄尿を本日16時から翌日16時までの蓄尿となった。Ｂ氏
に断りをし、蓄尿時間を延長していただけるよう了解を得た。
16時に受け持ち看護師がＰＣ上検査の確認をしたところ、心電図を取っていないことが発覚。他病 患者の状態と検査の目的が理解できていなかった。人から言われた情報のみで、自分で医師の ルールの厳守。マニュアルを理解、確認する。
棟（ＣＣＵ）から申し送られた時、12時に採血がありますといわれた為、採血しか確認しなかったが 指示を確認することをしなかった。
心電図も取らなければいけなかった。
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具体的内容
16時の塩酸モルヒネ錠（１番の金庫薬剤）を与薬する際、2番金庫のロヒプノール錠を取り出し、他
の看護師とダブルチエックした後，与薬した。いずれも、白い錠剤で、１回分づつ分包されており、
薬帯で確認しなかったため、ダブルチエックが意味をなさなかった。金庫から出した看護師の思い
込みにより、エラーとなった。
１６時の準夜帯の点滴チェックで日勤帯で行く予定であったラクテックの指示が医師の指示表に記
載されていたのが、看護師用の点滴指示には記載されておらず、滴下もされていなかった。 それ
に気がつかず、深夜帯に入る前の点滴のダブルチェックの時にラクテックの指示が出ていたのを
指摘され、担当医に改めて確認。追加指示は出していないとのことで、日勤帯で行うはずの点滴
の見落としに気がついた。
１６時の巡視時に酸素１０Ｌリザーバーマスクの患者様の加湿器の蒸留水を、補充の際水が飛び
散ると思い４Ｌに下げたままになっていた。準夜で「息が苦しい」と言う。家人が４Ｌであることを看
護師に連絡する。 医師に報告し医師より家人に説明をしてもらう。
16時過ぎに処置台に制吐剤の混注されたものが2本置いてあるのを発見した。その患者は午前中
にCV確保し、午後からケモを行う予定であったが、午後からCV挿入16時ごろCVが入ったためそ
の日のケモは中止となった。しかし薬剤師との情報の連絡が十分に取られておらず、制吐剤のみ
混注されてしまった。
１６時過ぎまで患者と売店へ行き患者は上下のスエットを購入。１６：４５頃妻より患者がいないと
報告を受ける。スタッフで捜索開始するが見つからず。妻が患者の携帯と連絡が取れる。ホテル
にいると。妻が迎えに行き１８時頃帰室される。
１６時交換の点滴ボトルからヒューマリンＲ４単位を追加するよう、注射伝票が変更されていた。し
かし、変更されていたことを看護師の誰もが聞いていなかったため、コストチェックの時に伝票を見
るまで気付かず、ヒューマリンＲが追加されていなかった。
１６時頃、経験年数１０年目の薬剤師が、外科入院中の６６歳女性に処方された薬に他の患者に
処方された湿布薬アドフィードを一緒に調剤した。経験年数２０年目の薬剤師が鑑査する時、二人
の処方せんが重なっているのを同一患者の薬と思いこみ１つにまとめて払い出した。詰所で看護
師が気づいた。
16時頃、妻帰宅。16時15分訪床時はベッド臥床中。16時40分頃HRモニター頻脈になっていると他
チームの看護師より報告受けるも処置中にて手が離せず変わりに訪床してもらうと部屋に不在と
報告を受ける。処置後HRモニターを見るとHR210Vf波形となっているためすぐに訪床。トイレにも
おらず。病室外のベランダに仰臥位で倒れている所を発見。（ベランダに「疲れた」と書いたメモあ
り）

背景・要因
与薬マニュアルの逸脱

改善策
マニュアルの遵守。薬帯を出してダブルチエックするよう指導

医師の指示表から、看護師用の点滴指示に転記をしていた。

ラウンド時に、見落としがないように十分注意をする。 勤務交代前後の点滴のチェックを行うよう
にする。

業務手順が悪かった

加湿器に蒸留水を補充する場合は、流量を変更せずにすること。 患者に水が掛からないように、
タオルで受けるとかすること。

深夜からの申し送りが十分になされていなかった。 薬剤師に情報の伝達ができていなかった。

情報伝達を確実に行う

患者が外出したいと言っていたがレベルもクリアで外出は不可ということを説明し納得されていた レベルがクリアであっても離院する可能性があることを頭に置き対応する。外出の希望などを口に
ため、大丈夫だろうという思いこみがあった。そのため他スタッフにも情報を伝えておらず離院に している時は他スタッフにも情報を伝えておく。
至った。
主治医より指示変更の連絡を受けていなかった。また、主治医は、変更後の注射伝票も出してお 医師にルールを守るよう申し入れた。
らず、指示簿にも変更の記載はなかった。
１ 調剤時、鑑査時の患者名の確認不足。

１ 処方せんと薬袋を合わせる時の患者名の確認を行う。 ２ 調剤時、鑑査時の患者名の確認を
行う。

ターミナルケアを受けている患者様であり、塩酸モルヒネをシリンジにて持続で行っていた。苦痛も あらゆる場面を想定し、事故防止に努めることが必要（施錠や室内に危険物を置かないこと）
強く悲観的になっており特に妻の不在の時は注意する必要があった。またトイレ歩行時、頻脈にな
る為、処置中であったがトイレに行っているものと思い込みもあったため報告を受けた直後に訪床
出来なかった。発生時、申し送り中であり他のスタッフも処置などがあり詰所内にはおらず。スタッ
フの人数も少なくいっぱいいっぱいの状態であった。もともと頻回に訪床していたが、自殺企図の
可能性も考え注意する必要があった。
１６時頃、自己にて接続を外し流血していたが、再固定して様子観察。１７時２０分頃また自己にて ベッドまわりに、必要のないものが置いてあった。
必要のないものは家族に持ち帰っていただき、不隠が続いているので頻回な訪室を行うようカン
ハサミでルートを切り流血。点滴中止とし観察を継続した。
ファレンスで話し合った。
１６時頃整形外科入院のＡ氏（８５歳）が病棟の公衆電話に廊下の手すりを持ちながら行った。ス １ 杖歩行が可能ではあったが、スリッパを履き替えようとして身体のバランスをくずした。 ２ ス １ 歩行時には知らせてもらう。 ２ 安定感のある履き物を準備してもらう。
リッパを履きなおそうとして、公衆電話のイスから転倒・転落したのを近くにいたほかの患者が発 リッパは脱げやすい。
見し大声あり、経験年数２年目の看護師が見に行くと本人倒れていた。
１６時産婦人科入院したＡ氏（５７歳）が緊急ＯＰのために１７時３０分にＯＰ室に入室した。経験年 １ 緊急手術でＯＰ準備，搬入が初めてで気が焦っていた。 ２ 指示の把握が出来ていなかっ
１ 術前指示の確認を行う。 ２ 部署配属時のオリエンテーションとマニュアルの活用をする。
数２３年目の看護師（１０月移動後初めてのＯＰ準備）が、手術室看護師に申し送る時抗生剤の指 た。 抗生剤を手術開始時に行う事という認識がなかった。
示があったが注射箋・薬剤を持参していなかった。回復室に申し送り時手術開始時に指示の抗生
剤を施行していないことがわかった。
１６時食事準備時リーダーにマルファ液が準備されていないことを指摘される。冷蔵庫に入ってい 医師の指示が指示ボードに記載されていなかった。変だと思いながら、確認しなかった。指示につ 指示は決まりとして指示ボードに記載する。患者情報は自分で、指示簿よりとうるようにする。変だ
ることは知っていたが、指示の書かれているボードに記載がないため頓用薬だと思っていた。昨日 いて周知徹底されていなかった。
と思ったら、必ず確認する。
も注入係であり、注入していなかった。
16時投与予定のノイアートの溶解を13時に行なってしまった。患者様のバイタルサインに変化は 知識不足
血液製剤の薬剤作成後どれくらいで使用しなければならないか確認する。
なかった。 ペアの看護師が冷所に作成した薬剤が入っているのを偶然発見し、薬剤を作成してし
まったことを医師に報告し他剤（時間注）の時間をずらしてノイアートを先に点滴した。
16時訪室時には、ミトンの手袋をはめ・腹帯もきちんと出来ていた。17時の注入で訪室時、両手の 入院時より、常時ミトン使用しており、今まで外す事も無い為、大丈夫と安心していた。
１ ミトン手袋着用時、着用方法の工夫。 ２ 繋ぎ服使用による、自己抜去予防の検討。 ３ 頻
ミトンは外れ、腹帯が緩んでしまい胃瘻チューブを自己抜去していた。（チューブ自己抜去後すぐ
回の訪室時の観察（ミトン・腹帯の緩みの確認）
にバルン挿入し、内視鏡室にてボタン式胃瘻チューブに変更となる。）
16日に処方された内服薬が21日の服薬指導時に薬剤師から説明を受けた患者が、２２日患者か 緊急性でない内服薬の指示を業務の忙しい時間帯に緊急指示として出してある。指示受けした看 緊急以外は夜間は指示は出さない受けないの業務ルールの見直し。医師は内服処方時に服薬
らの訴えで投与されてないことが判明。緊急指示のため準夜看護師は、2:30頃指示を受け担当看 護師から深夜から日勤看護師へと複数の看護師が関わることで、正確な情報伝達ができていな 指導の指示も出す。
護師に伝えたが、その後が不明。患者さんに謝罪、医師へ報告。緊急性はないと言うことで、23日 い。服薬指導の指示がすぐ出ていない。
から投与開始となる。
16日からの定時薬の水剤を調剤し忘れた。16日は薬局が休日で17日の朝、出勤して調剤し忘れ 調剤していないものが残っているかどうかの確認を怠った。
定時処方が始まる前日には調剤忘れがないかどうかを確認する。 特に水剤などの薬袋が無いも
に気づき調剤、病棟に渡した。病棟側では、16日は、薬局では水剤を多めに渡しているので、残っ
のには十分に気をつける。
ていた分を服用させたとの事。
１６日からの内服薬を１３日から与薬してしまった。２０時頃気付き異常がないことを確認し主治医 患者状態把握
カルテ、伝票等十分に確認する。
に報告した。薬袋にも１３日からと記載あり。
１６日の注射指示シートはＮＡＣＬ２０ｍｌとなっていたが１７日はＮＡＣＬ２Ａと記入されていたが注射 確認不足
指示シートは１つ１つ丁寧に確認する。
指示シートを確認した時に気付かなかった。上司が再度確認した所、気付き医師に確認した所２０
ｍｌの間違いであった。
１６日血液検査のデーターを同病棟の他科の同姓患者と間違えて看護師がカルテに貼り、主治医 同姓患者の取り扱い確認
検査データーはカルテに貼らず、引き出しコーナーへ収容する。看護師、医師とも確認を怠らな
も確認せず内服薬を減量した。１８日間違いに気付いた。
い。
○年○月患者の胃内視鏡検査の介助をしており胃ポリープ生検実施、検体を採取するが採取後 確認ミス
検体採取後は必ず確認しホルマリン容器にすぐ入れる
ホルマリン容器に入れるのを忘れてしまい、他の看護師より指摘を受けホルマリン容器へ検体を
入れた。（その間約３０分程時間があいてしまった）直後に検査医師及び病理検査技師へ連絡、上
司に報告する。その後病理組織検査実施できたことを報告を受ける。
１６年１２月患者の胃内視鏡検査の介助をしており胃ポリープ生検実施、検体を採取するが採取 確認ミス
検体採取後は必ず確認しホルマリン容器にすぐ入れる
後ホルマリン容器に入れるのを忘れてしまい、他の看護師より指摘を受けホルマリン容器へ検体
を入れた。（その間約３０分程時間があいてしまった）直後に検査医師及び病理検査技師へ連絡、
上司に報告する。その後病理組織検査実施できたことを報告を受ける。
１６番撮影室において、管球の位置をあわせずにブッキー撮影をした。再撮。
確認不足
確認
17:00OGTの胃内留置を確認するため栄養チューブと延長チューブの接続を外し気泡音を確認し、 一度外したチューブ接続部はゆるくなる可能性がある 確認が不十分だった
一度外したチューブを再度接続する時は十分に接続できているか確認や観察を確実に行なう
接続し直し母乳を注入する 20:00胃内容確認のため延長チューブより胃内吸引すると、空気が
10ml以上戻り、栄養チューブと延長チューブとの接続部を見ると見た目には外れないも、その部分
のシーツが直径3cmぐらいのミルク様のしみあり、接続部ゆるいかんじあり新しい延長チューブに
替え、2０時母乳を注入し、主治医に報告し量はっきりしない為、母乳追加なしの指示受ける
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1224

1225

1226
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1228
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1231

具体的内容
１７：００に肺炎患者入院。１時間半前より外来からの問い合わせの電話あったが病棟に上がって
きたのはこの時間。外来にてルートキープなどもなく、ＤＩＶの指示箋をみて作成し施行。休日分を
あとで作成する時ソルデム３Ａであったが（カルテにはＳＴ３と記載されていた。）ソリタＴ１を作成し
てしまった。ＤＩＶコピーにて確認の際、間違っていることに他のスタッフが気がつき難を逃れた。
１７：００のＤＸチェックを日勤の看護師が行いスライディングスケールの有無の確認をダブルチェッ
クで行い施注を準夜の看護師が行っている。その日、書き出しの際処置表に間違って書き込まれ
ており、施注単位だけをみて施注してしまい、違う患者にインスリンをうってしまった。
17:00頃、不穏言動あり胃ｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ挿入し、夕方よりｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ25mg×２回の指示が出た。日勤看
護師Aは準夜看護師Bに内服注入の依頼をしていた。18:45頃、薬剤が気送管で搬送され日勤看
護師Aは、19:00に注入し、準夜看護師Bに伝達せず帰宅してしまった。21:00に準夜看護師Bは指
示量のｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ25mgを注入した。日勤看護師Aが深夜出勤時、準夜看護師Bは再度、確認し二重
投与に気づいた。
17:13他患者が患者が倒れたと大声で知らせてくる。自室の前の廊下で横になって、携帯用酸素
吸入器が横にあり、それから酸素カニューラを使用している。当直Ｄｒに報告。介助で立位になり、
歩行してベットに戻る。左側頭部と左大腿部の痛みを訴える。

背景・要因
スタッフが少なくまた、割り込みの仕事もあった。

改善策
診察、検査、入院に時間がかかりすぎると思う。入院依頼があってから１時間半から２時間かかる
ことがほとんどである。病棟としては入院してからすることがたくさんあるため注射、内服の指示な
どは後でもいいのでとにかく早めに病棟にあげて欲しいです。

確認不足。

日勤看護師がＤＸチェックしたあとインスリンの量の確認は準夜看護師のダブルチェックで行う。

次の勤務者に内服注入の依頼をしながら、準夜は大変だろうとの想いから自分で注入しながら、 次の勤務者への正確な情報の伝達をする。
報告せず帰宅している。

入院後、自室で酸素吸入を行っていて廊下に出た事がなく歩行状態は低下していたと思われる。
また、入院前から食事量も少なく、入院後も毎食1、２割の摂取量であった。ナースコールを押すこ
とは知っていたが（日頃よく押していた）痴呆もあるのでなぜ押さなかったのかは不明。廊下に出
てきた理由も言わないので解らない。
１７：１５頃、同室患者よりコールあり、訪室するとベットの右側の柵を外し右側臥位で床に倒れて 転倒した時間帯を考えると、夜勤者への申し送りの中、ＣＷは夕食の準備など個々の関わりが多
いるところを発見た。Ｎｓへ報告、痛みを尋ねたところ「右膝と腰が痛い」とのこと、全身観察するが くなる時間帯であり、全体を把握できなかった。 患者の腰部と右膝の疼痛が強くかったため、体
腫脹、外傷などなくバイタル測定すると、ＫＴ＝３６．４℃ Ｐ＝８８ ＢＰ＝１５６／８０ 主治医の報 動が活発、柵を外す行動が考えられなかったこと
告、受診にて「大丈夫、痛みはありません」と毅然と答える。以前より腰痛、右膝痛のためモビラー
トやロキソニンを内服していたためこれを継続。主治医退出後、“痛い、痛い”と苦痛表情を大にし
て言われた。 本人のベット柵を外した理由を聞くと無意識に外したと話す。
17:20頃、放射線科室で「外科の術後腹単お願いします」と依頼され、患者名を確認せず手術室
指示は医師がオーダリング及びカルテに記載するのルールが守れてない。情報伝達と確認体制
へ。手術室看護師より、「そこの部屋です」と言われ、外科の２室に入り撮影した。１時間後、泌尿 がシステム化出来ていない。
器科医師より、指摘され患者名の間違いに気づいた。フィルム名・会計を修正の処理を行った。
１７：２０頃ウテメリン持続点滴中の患者の輸液ポンプの流量設定が、本来指示では２３ミリリットル 同日１７：００頃当該患者の輸液ポンプが完了の警報で鳴ったため、患者はナースコールにて連
／ｈであるところを３３ミリリットル／ｈで滴下しているのを次の点滴の追加に訪室した際に発見し 絡し、看護師が訪室した。輸液は残量１５ミリリットル程度あったため、予定量設定を増量する目
た。
的でポンプの設定ボタンを操作した。 この時、流量設定ボタンを誤って増加してしまったことに気
付かなかった。また、患者のもとを離れる際に設定の再確認を怠ったことが原因である。
17:30 準夜看護師が訪室すると、患者本人より、16時過ぎに転倒した、と報告あり。 「15時に妻 入浴後の脱水・たちくらみ オーバーテーブルがベッドから離れた場所にあった。
介助で入浴した。その後、病室ベッドでうとうとしていた。妻が帰った後、喉が渇いたため、窓際の
オーバーテーブルにあったペットボトルの水を飲もうとした。その時、しりもちをつき、1、2分意識が
とんだ。」とのこと。 その他部位擦過傷、打撲みられず。 主治医報告する。 主治医来院後、診
察され頭部CT施行される。 異常無しとの事。 患者に安静にし、体動時にはゆっくり動き、不安な
ときは看護師を呼ぶように説明する。 当直準夜師長に報告する。 転倒・転落アセスメントシート
4点だった。
１７：３０に血糖測定の指示があったが忘れてしまった。２１：００に他の看護師が測定したかどうか 確認不足 業務多忙により他のことに気をとられていた。 血糖測定を行う患者様が他に3人おり
声賭けをしてくれた際に、１７：３０に血糖測定をし忘れたことに気がついた。その場で血糖測定を 忘れてしまった。
行い、主治医に報告をし様子観察となった。
17:30に訪室すると経管栄養を行っており、ベッドアップ４５°でＣＺ残１５０～２００mlであるところを 知識不足。確認不足
発見。以前に主治医からベッドアップ６０°でＣＺを２時間以上で摂取の指示があったため、ベッド
アップ６０°にし、滴下する。18:15頃、ＣＺが終了し、ＣＺゼリーの試食を行うとすぐにムセがあり、
中止し吸引する。ムセこみが落ち着いたため、様子観察する。19:00すぎ、ＣＺの吹き出しが気管切
開部より多量にあり、顔色不良、ＳＰＯ2が８０代まで低下したため酸素を１０Ｌまでアップし、夜間
当直医師へ連絡。血液ガスを採取し、指示にて人工呼吸器を装着し、Ｘ－Ｐを撮影、主治医をコー
ルして気管支ファイバーを行う。同日ＡＭにスピーチカニューレに交換している。主治医から、受け
持ちナースに試食時にはインナーカニューレを入れる様に指示があった。申し送り時にリーダー・
夜勤看護師に送りがなかった。
１７：３０看護師詰所で内科入院中のＡ氏（６７歳）が経験年数８ヶ月の看護師の立会いのもと夕の １ 指示簿のインスリン単位確認を行わなかった。
インスリン注射を自己注射したが、朝の単位と間違えて施注した。夕食前だったためすぐに食べて
もらい、定期的訪室で低血糖の発見につとめたが、幸い症状の出現は見られなかった
17:30頃大声で叫ぶので、トイレをすませ車椅子に乗車させ股間ベルトをしてナースステーションに １．当患者の日常生活パターンが把握され看護に活かされていない。（何をしようとしていたの
来ていた。食事もナースステーションで済ませ、20時バイタル測定後声をかけたが「まだここにい か？排尿時間は？家庭ではこの時間何をしていたのか？）
当患者の痴呆の評価・対応がで
る」とのことにて股間ベルトを確認後327号でオシメ交換をしていた。20:20ドタという音がしたので きていない。 ２．股間ベルトをしているから安心という気持ちがあったのではないか？（一律的な
ローカに出てみると、○号室の前廊下で股間ベルトをはずし仰向けに転んでいた。
対応） ３．ＰＴとの情報交換が不足していたのではないか。 ４．家庭と病院という違う環境に適応
できていない。
17:30頃点滴部位が点滴漏れがあり腫脹していた。
16時ごろ確認時は異常がなかった。
17：30洗面道具を配るため訪室。患者はベッド上臥床している状態で、布団はベッドサイドに落ち 不穏がみられる患者であったが、予測不可能な行動であった。
ており、ズボンをぬぎかけていたため寝衣を調えようとしたところ、バルンカテーテルが途中でちぎ
られているのを発見する。バルンカテーテルは挿入されたままであり、すぐに抜去する。出血みら
れず。ちぎられた残りのバルンカテーテルとウロガードは接続されたままであり床に落ちていた。
再度抜去の危険性考えられるため再挿入はせず。その後オムツ内に自尿あり。
１７時１０分Ｍｇ残少量。１８時Ｍｇ１０Ａ１０ｌ／ｈで追加されている。１９時４０分Ｍｇ残１８５積算１３ 自動ポンプのセット確認不十分。積算量と残量の確認不足、観察不足。
２、腹緊ありＮＳＴ装着し、３ー５分腹緊あり。腹緊は少しずつ軽減していた。２１時ラウンド時積算
進んでいること確認したが、残は見ていなかった。２３時３５分ラウンド時、積算１７１、残１８５で変
わらず。自動ポンプを開き、ルートを確認すると正しい位置にセットされていなかった。正しい位置
にセットしなおし、滴下筒に薬液が落下するのを確認した。
１７時３０分インスリン注射施行するとき、インスリン指示書を日勤より受け取りDX１８８mg/dlのた インスリン指示書の固定の単位だけでなく、日時も確認する必要性があった。
め入院を受けた日勤者とダブルチェックしヒューマリンR６単位固定を施行する。１９時ごろ、日勤
者より医師に指示確認のため電話したところ、インスリンの固定は翌日からと分かる。すぐにDX１
５５mg/dl。２１時DX89mg/dlのためそのまま様子を見るようにと、２４時DX70mg/dl自覚症状ないた
めそのままとし翌朝からの固定は一時中止しスケールのみとすると指示を受ける。
１７時３０分ごろ、糖尿病で内科入院中の６２歳の男性患者Ａ氏の血糖採血を、２９年６ヶ月の看護 １ 他の業務と重なりわすれていた。 ２ 余裕がなかった。 ３ 確認不足。
師が、他の処置に追われて、忘れた。
１７時３０分に訪床した時は特に異常行動はなかった。１８時に病室の前を通りかかった時に末梢 観察不足
点滴ラインを腕にグルグルと巻きつけ引っ張っていた。確認すると既に点滴ラインを抜去してい
た。
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用があるときはナースコールを押すように説明した.携帯用酸素吸入器はナースステーションに預
かった。当直医の指示で頭部ＣＴ／下肢ＸーＰ撮影し異常なし
・危険行動の見られる患者を重点的にラウンドするサブリーダーを決める。 ・患者には苦痛と感じ
られるかも知れないが、十分に説明して、４点柵で固定する。

口頭指示受け時の業務連絡メモを作成し、電話を受けたら必ずメモを取る（患者名・ID・性別）。ｵｰ
ﾀﾞｰ入力未の場合は、入力を依頼する。撮影前に手術室看護師と共に患者名を確認して撮影す
る。
輸液ポンプを作動させるためにポンプを操作した時は、その都度流量設定の確認を怠らないよう
にする。
オーバーテーブルは患者の手の届く位置に設置する。

時間処置は分かりやすいように箇条書きにしておく。 ワークシートに分かりやすく色を変えてマー
クしておく。
確認徹底。勉強会推進

１ 指示簿を確認し、患者様の施注単位を確認する。
１．詳しい基本データーの収集（日常生活行動の把握） ２．家庭での生活に近づいた生活パター
ンの計画を立てる。（家族の協力） ３．車椅子の適応時間、姿勢の評価を行う。 ４．股間ベルト
の評価を行い個々の患者にとっての安全策は何が適切か検討する。（抑制の必要性・危険性につ
いて検討する。） ５．ＰＴ，ＯＴ，Ｎｓ，家族を含めたカンファランスを行いお互いのできることを検討
する。 ６．ボランティアの検討 ７．家庭環境に近い畳の部屋を検討する。
時間帯に確認の励行
ＯＰ後8日目でもあり、抜糸は済んでいない状態でも痴呆・不穏があり自己抜去の危険がある患者
については、抜かれる前に抜くようにする。

発見した際、すぐに自動ポンプのセットをなおした。ラウンド時は積算量の確認と共に残量の確認
をしっかり行うことが必要。

インスリン指示書の確認時、指差し・声だしをしているが日時に対しても同じようにしていく。

１ タイマーを設置して、必ず施行する。 ２他の業務と重なる時は、他のスタッフに依頼する。
ラインが手に届かないように管理する。 必要時抑制させて頂く。
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具体的内容
１７時３０分患者様からナースコールあり訪床すると、腎ろう部より尿漏れがあるとの訴えがあっ
た。その時は漏れがなかったためにそのまま０時まで様子を見ていたが０時の時点で尿量が１００
ｍｌ／約６時間の増量しかない事に気づき医師に報告し腎ろうカテーテル先の位置確認を行う事に
なった。
17時50分頃注射施行の為訪室。不穏な様子なく落ち着いていた。注射実施しルートが手に届かな
いようにして退室した。点滴滴下良好だった。18時30分頃点滴終了した頃と思い訪室。終了してお
りヘパリンロックしようとルートを手繰ると接続部分より先のＩＶＨのルートがある。挿入部確認する
と先端はきちんと固定されており挿入部より15cm程先で切断されている。出血少量。残っている
IVHのルートを結びＤｒに報告する。19時、Ｄｒ訪室されＩＶＨ抜去となった。患者の状態に変化はな
し。
１７時からヴィーンＤ５００ｍｌを４時間え施行するべき点滴が、１９時に終了、２時間早く終了してし
まった。１７時すぎ、滴下は問題なかった。その後、トイレ、夕食後に滴下が速まったと考えられる。
患者は気分不良なおの症状はなく、バイタルも安定、異常なし。主治医に報告、様子観察となっ
た。
１７時ごろにカタクロット８０ｍｇを２時間かけて与薬する予定が、１時間くらいで与薬が終わってし
まった。
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１７時に患者様が病室に居ないのを発見した。病院内を探し家族にも連絡するも連絡取れず、そ
の後実姉から連絡が入り、無断で外出したとのこと、翌日退院の手続きに行くとの連絡があった。

1232

1233

1234

1237
1238
1239
1240

1241

1242

1243
1244
1245
1246
1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253
1254

背景・要因
観察不足 判断が間違っていた。訪床した時に漏れがなかったので大丈夫だと思った。

改善策
訪床時には尿量の確認を必ず行う。

元々痴呆・せん妄あり、気にしていたが最初に訪室したとき落ち着いていたので油断していた。
固定が不十分だった

切断されやすいルートの細い部分はしっかり固定する。 訪室の度に挿入部を確認する。

きめ細かい確認（１時間毎とか）をしていなかった。

時間指定のある点滴は特に注意を払って観察するべきである。観察のチェック項目の再確認を徹
底した。

カタクロットが２時間かけて滴下しなければならない薬剤であることは知っていたが、速度を非常 時間、量が決められている点滴は速度計算を怠らず、確実にその時間で落とす。もしくはポンプを
にゆっくりという感覚だけで、時計を見ずに滴下してしまったため。また、滴下を始めてから観察に 使用する。腕の角度、体動によって速度が変わるとこもあるため、訪室して観察する。
行かなかったため。
観察不足
外出時には医師の許可と手続きが必要であることを入院時にしっかりオリエンテーションする。

１７時に血液ガス分析を施行した。ＰＨ７．１７５であったにも関わらず医師に報告しなかったために 知識不足 観察不十分
患者様の意識レベルが低下してしまった。その事に他の看護師が気付き再度血液ガス分析を施
行したところ、７．０６１であった。すぐに医師に報告して処置をした。
17時に施行するはずのＤＸ値を測定し忘れていた。
いつもは受け持ち患者にＤＸ値の測定がある場合、朝のうちに準備をしておくが本日はしていな
かった。
１７時に点滴を実施する予定であったが実施前にトイレへ誘導、介助を行い、その後に他の患者 ・同時に複数の作業によるど忘れ ・勤務終了時の確認行為不足
のケアーをしていたら点滴を実施し忘れた。
１７時に与薬しようと訪室した。ベッドに患者様がいず小さな声で「うーうー」と発声あり。ベッドに近 ”うーご”君装着中であったが、根元のネジ部分の接続がゆるんで外れかかっており、うーごコー
づくと、ベッドの前に患者が転倒していた。”うーご君”が外れていたが、ナースコールとの接続が ルはならなかった。
ゆるんでおり、ナースコールならず。体に打撲なく、痛みの訴えなし。
１７時のＤＸ２８０mg/dlであり、固定のインスリン・ノボリンＮ８uと、スケール・ノボラピット４ｕ投与の スケールの薬剤名をしっかりと確認していなかった。多忙であり、他の看護師とダブルチェックでき
指示を、誤ってノボリンＮを追加と思い込み、ノボリンＮ１２ｕと説明してしまい、本人にてノボリン１ ないうちに、本人にてインスリン投与してしまった。
２ｕ投与する。
17時の血糖測定後、準夜勤の看護師に報告する。血糖１９３ｍｇ／dlであったが、報告した看護師 スライディングスケールが異なる事が書いてあるにも関わらず、思い込みによって、しっかり確認
にスライディングスケールが１６０以上でＨｕーＲ２単位あることを指摘される。血糖測定の板には できていなかった。早く終わらなければという焦りがあった為、確認不十分であった。
スライディングスケールが記載してあったが、院内のものであると思い込んでいた。未実施である
事に気付いたのが早かった為、準夜勤の看護師により実施できた。
17時までの滴下指示が出ていたが、他の患者の処置に追われ、気がつくと20分ほど時間が経過 患者管理の対応不足。
してしまっていた。医師に報告し、患者状態も変化なく、経過観察とした。
17時リハビリ時にPTが行なおうとしたら、患肢、足関節背屈運動・足指背屈運動が弱く、左足背し 14時に患肢の観察を行なったが16時に観察を行なうことができていなかった。外転枕が硬く圧迫
びれ感が出現していた。
しやすいものであった。

常にデーターと患者様を観察して異常の早期発見に努める。 自分で判断がつかない時は医師・
他看護師に相談する。
朝のうちにその日の処置の準備をしておく。受け持ち患者の副科疾患を意識する。
・業務中断時の注意喚起方法の工夫 ・与薬手順の遵守
”うーご”の被服クリップが外れていないかや、ＯＮ・ＯＦＦの確認はもちろんのこと機械本体の接続
にゆるみがないかもきちんと確認していく必要がある。便所に行きたかったと話しており、普段は
失禁状態の患者様であったが、便尿意の確認をし対応していく必要があった。
薬剤名をしっかりと確認する他看護師とダブルチェックするまで、インスリン投与を待ってもらう
血糖測定の際、必ず一人一人スライディングスケールをしっかり確認し実施する。単位など変更に
なっている可能性を常に頭におき、カルテで確認するようにする。

時間的な管理を行う場合は、タイマー等を使用し、仮に本人が忘れてしまっても、他の看護師が気
付き、行動が起こせるような体制を作るよう指示。
外転枕を柔らかいものにかえる、ひ骨小頭にあたらないよう外転枕を下にずらし膝の下にタオルを
入れひ骨小頭をうかす、足関節を屈曲させ足底板か枕等をあてておく、中間位に整え訪床毎に確
認を行なう。
１７時過ぎ、病室で呼吸器のアラームが鳴り続けていた。訪室したところ低換気アラームが鳴って 気管切開をしている患者で、ＪＣＳ３００．１７時の体転で右側臥位としており人工呼吸器のアーム 回路の緊張を取り再固定した。スタッフに高等で指導した。アラーム音に敏感に反応するように指
おり回路の一部の接続が外れていた。
がベッド上に乗っている状況であった為、回路に緊張が加わり接続部が外れたと思われる。
導した。
１７時過ぎに訪床すると夕分の内服とは別に床頭台の上に朝分の内服が置いてあるのを発見
床頭台の上に本や食器がありごちゃごちゃしていた 薬の置いた場所がわかりにくかった いつも 薬入れを作り内服確認を行う 患者が分かりやすい眼の届くところへ置く
は自己で内服させており食後に内服確認をしていなかった
17時患者より点滴の依頼を受け、点滴を準備した。投与する前の確認時に、ドクターの指示が2分 準備時の処方箋での確認が不十分であった
準備の段階から処方箋での確認を行う、ダブルチェックにての確認
の1アンプルで持続点滴ボトルに入れるという指示だったが、自分は1アンプル準備しており、実施
前の処方箋確認で量が間違えていることに気がついた。
１７時頃、勤務中の点滴作成。注射伝票と点滴内容を確認したつもりであった。日勤で点滴は準 日々、よく使用する薬品ではあるが、用法は様々であるのに、思い込みで判断してしまった。忙し オメプラールはピギーで投与することが多いので、思い込みによる誤薬。点滴作成時、薬剤と指示
備されており、そのまま作成。２０時オメプラール１本を生食２０ｍｌ使用、側注の指示に対し、オメ かったが、点滴作成に時間をかけるべきだった。
表の確認を確実に行うように指導した。
プラール１本と生食１００ｍｌ投与し、勤務終了。与薬のパソコン入力時、間違っていたことに気付
き、報告。患者は特変なく経過。
17時頃Ａ氏からナースコールあり。訪室するとベッド左横の床に仰臥位の状態で転落していた。 既往に痴呆あり。自分の置かれている現状やDr・Nｓの説明内容が理解しきれていなかったことが ベッド片側を壁にくっつける。ベッドは4点柵とし、全てに紐固定を施す。もう片方は床へベッドマット
OP後患肢に挿入してあったドレーンの接続を自分ではずして、腕につけていた抑制帯もはずして 考えられる。 また、OP後で痛みや安静度制限があることでイライラ感や帰省したいという気持ち レスを敷き、今後転落されるようなことがあっても衝撃が最小限にとどめられるようにセッティング
いた。柵ははずした形跡なし。本人にどのように転落したか問うがはっきりした返答得られず。
が高まっていたのではないか。
した。看護者の目が届かない時間は抑制帯を使用。
１７時半頃、当該患者の輸液が残り２０ー３０ミリリットルになっているのに気が付いた当該助産師 多忙な準夜勤務であり、点滴施行中の患者も多くいて、気が急いていたため確認が不十分であっ ２室に分かれている製剤は、確実に混合された事を確認する。確認の際は指差し呼称確認する。
が１８時接続分のアミノフリードをすぐ接続できるようにビタメジンを混入し、次に上室と下室の隔 た。受け持ち看護師のその後の観察が不十分であった。
自分が準備していない２室分室の輸液施行中の確認は、混合されている事も観察確認する。
壁を開通させ、混合した。そして１７時５２分に接続した。深夜勤務者が２時３０分に次の輸液を接
続した際、アミノフリードの上室液がそのまま残っており、上室のアミノ酸液が混合されていなかっ
た事が発覚した。患者へ大きな影響はなかった。なお、当該助産師は受け持ちではなかったが、
受け持ち看護師へ接続した事を伝達していなかった。
１７時嘔吐とともに栄養チューブが抜去され交換をした。その際１２Ｆのところ１４Ｆを挿入し深夜の 栄養チューブは１２Ｆの１種類が定数保管になっているため思い込み挿入時栄養チューブの号数 定数補充時、使用時にチューブの確認をする。チューブの色は号数によって違いがあり色に注意
看護師が確認し間違えに気づいた。
を確認しなかった。定数を補充した看護助手が号数の確認をしなかった。
する。
17日ヘルニアOPをした患者だった。高齢であることから、術後不穏行動起こすこと予測し、不穏時 患者に不要なルートを残しておいたこと。インサイトの固定は、しっかりされていたが、ネットでカ 患者に不要のルートはなるべく早く除去するようにする。バルンも挿入中であったが、その時点で
の指示はあった。準夜でOP後の点滴施行中に自己抜針されたが、Drより、残りの点滴も施行する バーしてあるのみであったこともあり、手が届きやすかったのかもしれない。入院前バイアスピリン 抜去した。
よう指示あり、再度ルート取り直して点滴を最後まで施行する。ルートがとりにくい患者であり、
内服しており、出血しやすかったのかもしれない。
ペースメーカー入っていたりする方だったため、朝まで尿量少なければ補液追加の指示あらかじ
めあり。念のためルートロックし残しているが、患者は以後入眠しており、本人も、寝ぼけてやって
しまったといわれ、意識クリアーであり、不穏時指示のリスパダールは与薬せず様子見ていると申
し送りあり。巡視時、ベッドサイドにフロートロンがはずされ、転がっており、布団めくると、シーツに
出血あり。よく見ると、足のインサイトのルートのみ本人が外したようで、床に転がっている。針は
足に残った状態で、そこからの出血とわかる。インサイト抜いて止血し、バイタル測るが著変なく、
意識クリアー。痒かったといわれる。Drに報告し、経観となる。
１８：００ 巡視異常なし。 １９：００ 便意の訴えがあり、ポータブルトイレに移動する時に点滴の もともと点滴すると、自己抜去する傾向にあった。コンプライアンスが低く、患者さまの行動予測困 密に観察し、状況把握する。 あらゆる可能性を考えて、頻回に訪室する。
末梢ルートを自己抜去していることに気づいた。
難であり、予防が出来ていなかった。
18：00ＤＩＶアミノフリードを深夜勤務者が用意していたソルデム3 500ｍｌをチェックしＤＩＶを継ぎか 薬局から用意したＤＩＶをそのまま準備してしまった。
伝票を確認する。
える0：00ＤＩＶの順番が違うことに気づく。
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具体的内容
１８：００訪室すると、胃チューブが１５ｃｍ程度抜けているのを発見した。抜けた胃チューブの上に
ぬいぐるみが落ちていた。流動食注入中であった。
１８：３０ 夕食後薬を患者に渡す際、いつも通りに手に乗せると２Ｔあったうちの１Ｔを拒否され、１
Ｔのみ服用。その時に拒薬されたと思い込み“夕方は２Ｔです”と袋の入っている量通りに説明する
し、服用してもらったが、再度服用しても首を傾げる。 ２１：５０ 処方箋の点検の際、リスモダンの
内服の支持が３ｃａｐ 分３である事がわかる。当直医に報告、様子観察、バイタル不要との指示を
受けた。
１８：３０に昼の経管栄養であるテゾンが注入されていないと指摘され気が付いた。１９時の注入時
に注入してもらった。
１８：３５廊下で「ガチャン」と音がし、行くと患者が転倒していた。下膳をしようと配膳車にところへ
行く途中でお尻から転倒した様子。他の患者が見ていた限りでは頭は打っていない様子だった。
直ぐ助け起こし、車椅子で部屋へ移動。バイタル等チェックし医師に報告。診察を受けたが打撲箇
所はなかった。
18:45下膳のため訪室したところ、唇から白色物吹き出し、顔面蒼白、唇チアノーゼあり。意識レベ
ルダウンし、呼名しても反応なし。すぐDrへ電話し報告する。
18：55他患者より呼ぶ声あり。訪室するとベッドのあたりで座り込んでいる。尋ねるとトイレに行こう
としてこけたとのこと。
１８時１５分頃ヘパリン注入終了警報あり。おかしいと思い設定値か確認すると、ヘパリンの注入
速度が４．２ｍｌ／ｍｉｎにＩＣカード内に入力されていた為、透析開始２時間で全量注入されてしまっ
た。
18時20分夕食後薬与薬中にすでに内服したＡ氏が与薬車の前に来られた。別の看護師はＡ氏が
まだ内服していないと思い込み与薬チェックを確認せず重複して与薬してしまった。

背景・要因
体動が盛んであり、ベッド上にある物の重みで抜けてしまったと考えられる。

改善策
流動食注入中は、特に頻回にチェックする。体動が盛んな患者さまの対策をする。環境整備、
チューブの固定方法等。
患者が拒否した時点で処方箋をチェックすべきだった。 薬剤科での処方監査ミス 配薬セット時 この事例を受け、処方与薬までのマニュアルを再チェックし整備した（慢性療養病床はマニュアル
の確認ミス 今回の事例で、処方して各科へ薬剤が上がってした段階では処方箋との照合が行わ を統一）
れているが、それ以降の照合が行われていないことが判明した。

１８時の体交の為訪室すると右前腕の表皮剥離を発見する。

皮膚が弱く剥離を起こしやすいので、体動時は注意しながら行ってほしいし、気をつけたいと思い
ます。
業務手順確認
日勤で家に帰りたいと訴えていたことを申し送られていなかった。準夜で不穏行動みられなかった
が、発言がおかしいと感じ注意して観察していたが、休憩に入るとき相勤ナースに伝えるのを怠っ
たため、注意がいかず自室からいなくなったのに気付かなかった。外泊には許可がいると伝えた
ときに納得はされたが、痴呆様言動もありより深く説明する必要があった。自室が詰め所から遠
かった。

他のことに気を取られていて、忘れていて気が付かなかった。確認不足。

注入確認表を示唆呼称確認して準備を行う。

下膳をしておけば、患者自身が「持っていこう」という気にならなかったのではないか。確認した時 患者自身、失見当識が強く、終末期であるため不穏状態であり、入院時ナースステーションより遠
点では食事中であったため、下膳しなかった。その後何度も確認に訪室すればよかった。
い病室であったためメインナースステーションの前で観察とした。患者に、看護師を呼ぶように説
明し、訪室を頻回にした。
夕食にでた柿が硬くて食べにくいという患者様からの訴えがあった。高齢でもあり、肺炎を併発し
ているため、今後誤嚥に注意必要。
日中もトイレに行かれていたようであり、行けると思ったとのこと。退院前日でもあり、自信もあった
ようす。
ＩＣカード設定ミスによる、ヘパリン誤注入

高齢で肺炎での入院の患者様であり、義歯も合わなくて使用しておらず、痰もからんでいたので、
食事の時は双方共注意が必要である。
転倒発見時、主治医に報告し診察依頼をした。バイタル変動なく、症状もないため経過観察するよ
う指示うける。移動行動に自信がまだ持てないときには、遠慮せずに声をかけてもらう。
カード入力後、再度確認

看護者間での連絡不十分であった。与薬チェックの表を確認することになっていたが思い込みが 自分の業務以外の業務を実施した場合は担当者にその旨きちんと報告する。看護者管理の与薬
あり与薬した。与薬時の注意事項を守らなかった。
は自室で行うことを徹底する。与薬したらチェック表に印を付けているので、与薬前にチェック表を
みて与薬していないことを確認する。
18時30分、患者様の妻より「トイレに行きベットに戻った時に滑ってしまい起き上がれなくなった」と 臥床がちであり筋力低下みられ足元不安定だったため
妻介助で無理なときはナースコールするよう説明し適宜介助していく。
訴えあり。訪室するとベットの間に座りこんでいる。Ns2人ががりにてベットへ戻る。バイタルサイン
異常ないこと確認する。SpO2 90％へと低下あるも深呼吸にて94％まで上昇ある。外傷はない。
受け持ちDr報告し診察され経過観察となる。
18時50分、患者より食前薬が配られていないといわれた。高血糖症状なく、医師に報告し、1回分 確認不足
定期処置・配薬のチェック
スキップした。
18時50分同室者よりナースコールありベッド足側の柵を右手で持ち床に臀部をついている患者を 以前も何度か転倒したことあるが車椅子移動は自己でしたいという思いもあり移動時の観察が不 車椅子はベッドサイドに置かず離れたところにたたんで置いておく。車椅子移動時はナースコール
発見する。看護師2人で介助しベッドに戻る。車椅子からベッドに戻ろうとしバランスを崩し転倒した 足していた。
してもらうよう再度伝える。
とのこと。尻もちをついたというも臀部打撲跡なし。血圧166/78mmHg、脈拍96下肢動き良好・しび
れ悪化なし。主治医に報告、様子観察と。その旨当直師長に報告する。
18時にＩＶＨの輸液ボトルを交換した。その際、本日から24時間で落下するよう指示変更がされて 注射業務のマニュアルの逸脱(確認不足）
マニュアルの徹底を指導。
いることに気付かず（注射箋の指示確認不足）12時間の速度で滴下させてしまった。主治医に報
告し、食事量がＵＰしてきているので、ＩＶＨを抜針することとなった。
18時にパントールの時間注があったが、18時に他患が手術室より帰室され、その対応をしていて 気持ちのあせり
患者がかさなってもあせらず対応する。
時間注を忘れてしまった。 患者に変化はなかった。 遅出看護師が、Ａ氏のオーバーテーブルの
上の残っている時間薬とフローシートを見て発見した。遅出看護師が30分遅れて開始した。
18時に血糖測定があり実施した 0:30の引継ぎ時に、測定値によりｲﾝｽﾘﾝ注射の指示があったが 指示事項の確認方法が不十分だった ワークシートの活用ができていない
予定されている事項をメモ書きにして確認する 血糖測定後、すぐにｲﾝｽﾘﾝが使用できるように準
実施していなかったことをに気づいた
備しておく
１８時に入院された患者様の点滴指示を見間違え、ＫＮ３Ｂ５００ｍｌ／２４ｈを１日３本と思い込み８ 確認不足 思い込み
指示シートをしっかり確認する。
時間で１本施行してしまった。
１８時に訪床した時は異常が無かったが１９時に訪床するとＮＧーＴが抜けていた。
観察不足
ミトンを装着してもらう、
１８時の血糖測定で測定値が低かったため指示の５０％ブドウ糖２０ｍｌの静注をしようと準備し
・院内事故防止教育の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・確認動作の徹底 ・薬剤に関する学習会の開催
た。別の看護師に確認してもらい準備したが５％ブドウ糖を実施してしまった。約４０分後に間違い
に気づき、医師に報告後再度指示の注射を行った。患者に変化なし。
１８時の血糖値が103mg/dlで、スケールにてインスリン0.3ml/h減量の指示あるも、測定したフリー １ １８時の血糖値確認後のインスリン減量を、測定者が行ってくれていると思い込んでいた。 ２ １ 血糖値測定時は、必ずスケールの有無を確認する。 ２ 部屋受持ちの看護師は、血糖値測
看護師が、処置シートのスケールを見ずインスリン減量しなかった。その為、２４時の血糖値が
看護師間のコミュニケーション不足・連絡不足が原因。
定する看護師に確認の声掛けを忘れないようにする。 ３ 部屋受け持ち看護師は、自分で実施
77mg/dlと低血糖になった。
の有無の確認を行う。
18時の検温の際に血圧が低かった患者がいたため、Ｄｒに報告したところ、プレドパ3ml/hrで開始 最終的にライン全体の点検ができていなかった。２時間後の再検で患者の血圧が上昇し、
訪室するごとに、メインの点滴と側管のものがラインに正しくつながれているか点検する。
との指示が出た。プレドパとメインを同時に流すことはできないと考えた為、抗生剤を先にdivした。 200ml/2hrと良好になっていたため、プレドパの効果であると判断し、接続がきちんとでいていない
この患者の側管は２つあり、一方には負荷のソルラクトもう一方には抗生剤がつながった状態に かもしれないという考えに至らなかった。また、時間的に点検ができる余裕がなかった。
なった。抗生剤が終了後側管からはずし、用意していたプレドパのルートをメインの側管に接続し
たつもりであったが、無意識のうちに抗生剤をはずした側管に三方活栓のキャップをしており、実
際には接続できていなかった。深夜で訪室した看護師にプレドパのルートがメインの側管につな
がっていないことを指摘され、今回のことが分かった。患者の血圧も上昇していたため、Drへの報
告は朝してもらうことになった。
１８時の時間注射を他患者のものを投与。 受け持ち看護師がすぐに気づき中止する。
思い込みによる確認不足
与薬時の確認事項の徹底
18時の巡視の時には会話も成立し、特におかしな行動も見られなかった。20時30分頃ナースコー 夢と現実が混同しドレーンを力任せに引っ張ってしまった
付添われている妻に、おかしな行動があればすぐナースコールで知らせるよう説明した
ルがあり訪室すると付添っている妻より「管を引っ張ってぬこうとしているようなんです」と、報告を
受ける。本人より「すまんかった。綱引きをする夢をみて引っ張ってしまった。」と、言われる。ドレー
ンが15ｃｍほど挿入部より抜けかけていた。テープ固定は正しくされており、とれていなかった。

１８時の内服与薬を忘れ１９時１０分に気付き与薬した。
18時の配膳時、19時の検温時に発言がつじつまの合わないことがあり不穏行動はなかったが、行
動注意してみていた。週末に外泊希望されたが、医師の許可を得たうえで次の日の朝改めて報告
にくると伝えるとすぐ納得された。20時巡視時自室におり、不穏行動はなかった。20時50分ころ家
人からの迎えにこいと電話あったが部屋にいるだろうかという内容の電話を相勤ナースがうけ、自
室にいくとおらず院内をさがしたところタクシー乗り場前に立っているところを発見。家族を待って
いるが誰もこないと独語言っていたとのこと。部屋にもどり、バイタルサイン測定したが、異常みら
れず、不穏もみられなかった。家人に連絡し急遽夜間付き添ってもらうことで、以後危険行動みら
れなかった。
１８時ポータブル更新時、点滴残少ないと思っていたがすぐ滴下調節せず。１９時に調節。０時もも 本人眠れず、点滴をわずらわしいと思っている人であった。最初は滴下も絞っていたので患者本
う一度滴下スピード調節す。０時４５分患者よりナースコールあり訪室すると点滴が落ちきって空に 人が全開にしたのではないか。
なっているのを発見クレンメは全開になっていた。本人は触っていないといっている
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ベット柵を倒して、体位交換を行う。必ず二人で体位交換を行う。
指示参照する。定期処方のある患者はホワイトボードに必ず記入する。
家人に付き添ってもらうことで落ち着いた環境を作った。不穏な言動があるかたはなるべく詰め所
付近の部屋とし、ナースの注意がいきやすくする。

クレンメをテープで止める
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具体的内容
背景・要因
１８時頃、外科入院のＡ氏（７９歳）の眠前の内服薬エーゼル錠が無く、準備した看護師に確認し、 １ 内服薬を準備するスタッフと配薬するスタッフが同一でない。 ２ 配薬時に確認しなかった。
薬袋から出した事を確認した。他の患者Ｂ氏の配薬袋に入っていたのを経験年数１６年目の受け
持ち看護師がＢ氏に夕方手渡し、Ｂ氏は、薬が増えたものと思って、内服してしまっていた。患者
に間違いを謝罪し、体調の異変があれば報告してくださいと、説明した。
１８時頃産婦人科入院中で血栓症リスクの高いＯＰ後のＡ氏（３１歳）ＡＣＴ指示が出ていた。ＯＰ
１ 注射施行時に指示簿を十分に確認していなかった。 ２ 思いこみがあった。
後、ＩＣＵにて帰室時指示（１１４０以下カプロシン０．２ｍｌ皮下注）施行しており、その後病棟では４
ｈ毎に採血し、１１０以下時皮下注すべき所を勘違いし１１２でカプロシンを皮下注し気づかなかっ
た。
18時頃状態観察時は異常なかった。18：55頃人工呼吸器のアラーム多く、ナースステーションでモ 気管カニューレと蛇管・人工呼吸器との間に固定のゆとりをある程度もたせていたが、患者の体
ニター中のECGにも波形の乱れあり訪室する。手は抑制中であったが体動激しく、気管カニューレ 動がそれ以上であったこと。
が抜けていた。カフのエアーはそのまま入っていた。すぐにDrに報告,再挿入され、人工呼吸器で
の呼吸管理再開されたが、大きなバイタルの変動は見られず。足,臀部を動かし体がずれ、理解も
できていない為、膝を抑制する。抑制するもごそごそしている為、Drに鎮静について相談するが
「今は鎮静の時期ではない。しっかり抑制して、しっかり見ていって。」とのことであった。患者は相
変わらずごそごそしていたがカニューレが抜ける事はなかった。
１８時同室者のコール有り訪室した際、注入が入っていることを確認する。下膳の際咳そうが多く パジャマを着ており、手の届くところにチューブがあった。
あったため訪室すると、注入チューブを途中からはずし口の中に入れているのを発見する。
18時半頃、同室者よりＡ氏が転落しているとナースコールあり。訪室するとオーバーテーブルベッ オーバーテーブルが動くものであるという認識不足。下肢の脱力感により、滑ったときに下肢に力
ドの間に長座位になっている。問うと、オーバーテーブルを手でつかんだときに動いてしまい、臀部 なくふんばれなかったため。
をついたと。擦過傷などなし。痛み左下肢の脱力感動き変わりなし。医師に報告する。経過観察で
よいと。オーバーテーブルは動くものであるため、移動時など持たないように声かけする。下肢の
脱力感が強いときなども一人で移動しないでナースコールされるよう声かけする。
１８時分の尿量の記入が無く、気づかず２０時分の尿量のみで水分出納バランスを計算してしまっ 患者の病態に対して、尿量が出ていないことが認識不足であった事。勤務終了時に記録漏れが
た。
ないかの確認が十分にされていなかった。
18時訪室時は異常なし。21時訪室時、輸液（ソリタT3）が予定より3時間速く、0時のラインまで滴下 腕の角度等で滴下速度が変化しやすかった。訪室、確認の回数が少なかった。
しているのを発見。血圧、脈拍測定し異常なし。気分不良等無い事を確認。
１８時与薬の薬を準備したがリピトール１錠を見落とし与薬しなかった。翌日の与薬時に残薬が多 確認不足
くあったため与薬忘れに気づいた。
１８日で中止の指示だったプロジフを静注。リーダーに確認され、間違いに気付く。リーダーより主 ワークシートと五号紙の照らし合わせが不十分であった。
治医に報告。

改善策
１ 内服を準備・配薬は同じスタッフが実施する。 ２ 配薬時に確認する。

１ 注射実施時ダブルチェックを行う。

固定のゆとりをもっと取るようにした。また体動を抑制する為、足も抑制した。

つなぎ服を着用し、足元からチューブを出し手が届かないようにする。
移動時にオーバーテーブルを持たないこと。下肢の脱力感が強いときなど、一人でトイレに行けそ
うにないときは、ナースコールすること。

勤務終了時に記録を再度見直し、漏れがないか確認する。
以降、頻回（30分から1時間おき）に訪室し、滴下確認。
１剤づつ薬の与薬時間を確認する。
中止指示を受けたリーダーはその日中に中止薬剤を返納する。五号紙の中止指示は赤枠で囲
む。深夜でワークシートと五号紙の照らし合わせ。日勤でもワークシートと五号紙の照らし合わ
せ。
準備後の出し忘れがないか、再度確認を行う。

１８日の日勤リーダーが朝、与薬車から薬を出す時に、１２日の昼の臨時薬リサベンが残っている 与薬車からの出し忘れ。確認不足
のを発見する。
18日外科の胃切のOPEで持続硬膜外麻酔の穿刺中患者様が激痛を訴え少し穿刺部位を変えた 持続硬膜外麻酔の穿刺中患者が激痛を訴え少し穿刺部位を変えたが変わらず激痛を訴えた。 1度激痛を訴えた時点で中断して様子を見る
が変わらず激痛を訴えた。穿刺操作をこの時点で中止したが左側腰部から左足趾にかけ「ジィー
ン」とした痛みとしびれの訴えがあった。患者が坐位を希望された為坐位にし腰と左足を10分位さ
すったところ軽減してきたということなので臥位にし麻酔導入を施行した。20日術後訪問→腰から
下肢にかけての痛みやしびれは改善されたものの左足趾のしびれは残存。足背の痛覚も鈍い。
１９：００にオムツ交換のため患者を自床ベットに誘導した。ご本人の希望もありベット柵を付け、看 柵があるから大丈夫だと思っていたので、気づかなかった。患者様が自ら移動し、転倒する危険 サークルベットへの変更を申し送る。
護室に戻った。１９：３０のラウンドで、その患者が病室の床に座っているのを発見する。外傷なし。 性あり。自床誘導時間を遅らせてホールで対応すればよかった。
ベット上に外されたベット柵が置かれていた。患者様が自ら降りた様子。ここまで自力で動くことが
出来ないと思っていたので驚いた。
１９：００に検温し、患者はトイレへ移動。１９：２５頃、患者がまだ戻っていないため心配になり、トイ 幻暈のある患者であったため、ポータブルトイレにするか、排泄時ナースを呼ぶことを徹底しておく 患者の状態を正しくアセスメントし、幻暈・意識レベルの変化があるならば単に注意を促すのみに
レへ行くと「ドスン」と物音があった。声をかけると「ふらっとして…」と本人から返事があった。鍵を べきだった。
終始せず、ベッドサイドにポータブルを設置したり、物品の確認を行なったり具体的な方法を実施
あけると、患者は壁にもたれながら立位保持をなんとか行なっている状態。「ふらっとして壁にもた
したうえで観察していくことが必要と指導し、実施させた。
れかかった」というが、最近ボーっとしていることがあり、本当かは不明。外傷なく、バイタルも安
定。医師に報告し様子観察となった。
１９：１０訪床時、マーゲンチューブが自己抜去されているのを発見した。行動制限していたが自分 行動制限の方法に問題があった。 マーゲンチューブの固定方法。 夜間帯の看護師の人数の問 行動制限の取り扱いについて統一したマニュアルを作成する。
ではずしていた。
題
１９：１５タキソテール９６ｍｇ＋５％Ｇ１５００ｍｌの２時間ｄｉｖ投与開始。２１：１５点滴確認したとこ
処置中にナースコールがあったり、視野が暗かったりなどして、初歩的な確認を怠ってしまった。 夜勤帯に化学療法を開始することを避けることが一番望ましいが、この患者においては、入院期
ろ、メイン点滴のチャンバーがいっぱいな事に気づく。メインを見ると点内が一杯になっており、三
間を含め、治療のスタイルが確立されているため変更はできない。薬液を２人以上で確認している
方活栓の向きがメインを向いていて、患者に投与されていなかったことに気づく。２１：２０当直薬剤
ように、接続に関しても他チーム看護師の確認のもとで開始をしていくよう指導していく。該当看護
師に連絡し薬効確認。２１：３０当番医師に連絡し再投与の指示を受ける。２１：４５残量チェックし
師は当階の中核を担っており、日頃から誠実な看護を患者に提供している。今回はミスをしたが、
たところ明らかに投与されず。２２：００当直師長連絡。２２：４５当直医師の確認の元、指示をつめ
その対応は迅速であり、本人も深く反省している。このようなことが二度とおきないよう、慎重な手
る。２３：００再度投与。
順を今一度スタッフに指導していく。
19：20 他院より、シャントｏｐｅ後帰院。19：40 訪室時、食事中であり。血糖測定、インスリン行っ シャントｏｐｅ後で、他院より内服処方されており、当直医へ内服を確認していたため、本人へも再 まずは、帰院時に患者本人とご家族へ血糖測定とインスリン注がある旨説明をする。実施を確認
たか確認すると「し忘れた」との事で、発見に至る。
度するように伝達しなかったため事例が起きたと思われる。
する。
１９：３０に入院した患者の注射の指示が１９：３０と７：３０にあったが、入院処置等に時間変更した 時間注射に対しての認識が甘かった。
時間注射時間を院内全体で統一をはかる。 患者様個人個人の注射時間というシステムを院内
ため、初回施注時間がずれた。その旨を注射処方箋に記入し、申し送りを行った。 ８：００に医師
統一にするよう該当病棟を指導。 医師へ特別な時間注射時間が必要な際は、オーダー入力をす
が来棟し、「なぜ時間に施注していないのか」と言われた。８：１５に施注した。
るよう言う。
19:30よりカップめんが食べたいと要求し続ける。本日の当直が主治医であった。指示で今日は食 カップめんが食べられなかったことに起因している。
当直医（主治医）をすぐに呼び、指示薬を筋注した。今後も本人のカップめん要求は続くだろう。患
べさせないで様子を見ていくことになった。要求がエスカレートし、目の前にいた女性患者の臀部
者は毎食をほとんど食べないでいる。下膳時に摂取するように声かけをしていく必要がある。（摂
をけとばす。その後看護師に手を上げかかる。
取できるように看護介入する。）
19:30訪室時、頭部をベット柵より下げている患者を発見、DIVの接続部がはずれ、床に液と血液 15:00に一度自己抜去した時点で、左手の抑制をきちんとしておけばよかった。
痴呆の方にDIVをする時は、自己抜去出来ないように、予防対策をたてておかなければならない。
の逆流、汚染(+)O2吸入中であったがO2カメラもはずしていた。
１９時、食事摂取量が５割以下の時はベイスン、スターシスを中止の指示であったが、夕食にパイ 確認不足
指示内容をよく確認する。
ナップル１切摂取したのみで、ベイスン、スターシスを服用させてしまった夕食前の血糖は１７０ｍｇ
／ｄＬ、就寝時１１３ｍｇ／ｄＬであった。その後、まちがって与薬したことに気付かず深夜の看護師
に指摘され気がついた。低血糖症状はなかったが、２時２０分血糖チェックをしたところ１６９ｍｇ／
ｄＬであった。
１９時１５分ごろ、経験２６年目の看護師が詰所内で人の転倒する物音を聞き病室を探したところ １ パーキンソン病があり、歩行時ふらつきがあったが、杖を持たずに歩行していた。
１ 移動時にはナースコールを押すように指導する。 ２ 訪室回数を増やす。
内科入院中のＡ氏（７８歳）が自室の洗面台の前を歩行していて、スリッパが床にひっかかり転
倒、洗面台で頭をうっていた。意識清明でベッドへ介助す。外傷見られず経過観察とした。
１９時３０分頃、夕方の抗生剤（メロペン注）を側管より施行していた。２０時他の受持ち看護師が 抗生剤をつないだ時、点滴本体、その他の滴下を確認、ルートの確認を怠った。
確認の仕方について考える（意識して何を確認するのか）。 輸液ポンプに頼らず、各ルートの滴
訪室時、血圧５７ー２７に下降。点滴の確認を行うと、三方活栓の向きによりカコージンが点滴出
下状況を確認する。
来ていないことを発見した。直ぐに三方活栓を元に戻し、カコージン施行。主治医をコールし状況
説明した。その後、徐々に血圧安定、様子観察となった。
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具体的内容
背景・要因
19時30分巡視時は著変なかったが、20時訪室時、DIV、フォーレ自己抜去し、自室におらず、他の 入院前より不穏行動があるとの情報あり、入院直後は状態が悪かったこともあり、不穏行動がな
患者のベットに一緒に寝ていた。
かった。頻回の巡視はしていたも注意がが足りなかった。
19時30分腸重積疑いで空気整復後入院の1歳11ケ月の女児。同室者4歳の朝食を名前を確認せ 配膳時に患者名と食札を確認していなかった。
ずに絶食中の女児に配膳してしまった。食札を配膳台に戻す時、間違いに気付きすぐに患児の所
に行ったが、絶食を知らなかった祖母が米飯を小さじ１杯食べさせたところだった。15分後主治医
診察、嘔気、腹痛などの症状なし。その日の昼から退院となった。
19時45分Nsコールあり訪室すると、ベッドサイドで床に膝を付きマットレスパッドに頭をうずめてい 下肢の筋力低下・脱力感があるため自己での立位保持・歩行が困難であったが、精神障害もある
た。転倒したか問うとずれ落ちたと返事あり。どのようにずれ落ちたのか問うも分からず。Ns4人が ため、自己にて移動しないようにという理解ができなかった。
かりでベッドへ戻り臥床させる。膝・頭部などに外傷見られずも、胸部締め付けられるような痛みが
2、3分前からあると訴えあり。BP122/83mmHg P132回/分 SAT100％ 12誘導施行し当直医へ
診察依頼する。診察結果ECG上特に異常なく、外傷もないため経過観察との指示受ける。4点柵
行い、患者へもベッドから降りる時はコールするよう説明し、了解を得る。
１９時から不穏気味で、大声を出したりテーブルを叩いたり、泣きまねをしたりしていた。ＶＤＳを実 静かにするように話すが返事のみで落ち着かない。アキネトン１Ａ、リントン１Ａ施行するが、夜間
施後、ＮＳが看室に戻ろうとした際、患者様が走ってきてＮＳの背部からいきなり押して倒そうとす 不眠でホールに何度も出てきてドアを叩いたり他患者様の部屋に入り起こしたりする。他患者様
る。そのときに肩がぶつけられた。
から苦情を受けたが朝まで不眠状態で経過する。
19時ごろ医師が患者へスルペラゾン１ｇ夕方ＤＩＶのオーダーを注射せんに記入したが、その指示 注射せんの確認は16時30分頃に行ったのみだった 24時の点滴交換時に注射せんを見たときは
を夜勤担当の看護師へ声かけをしなかったため、ＤＩＶが患者へ施行されなかった 注射せんの 気付かなかった 医師が担当看護師に声かけを行わなかった
確認は看護師が、16：30ごろ行っている
１９時に抗生剤施行。本体ＤＩＶ速度確認したも２０時訪室すると残４００。３時まで予定のものが終 発熱しており痴呆状態もあったのか本人がクレンメを動かした。
了していた。
１９時に抗生物質の注射指示があったが指示シートに入力されていなかったので実施しなかった。 指示伝達システムの不備・指示出しのルールを守らなかった。 医師が赴任した所でありルール
指示シートを出力してから医師が入力し、看護師に連絡しなかったので指示が伝わらなかった。 が充分に指導されていなかった。
１９時に訪室時、末梢ラインを自己抜去しているのを発見する。刺入部は止血されていた。
観察不足
１９時のバイタルサインチェック日に挿管チューブを吸引するが引けなかった。 人工呼吸器を
チェックリストに沿ってチェックしていなかった。
チェックすると、加湿器のスイッチが入っていないことに気付く。
１９時の検温時、母親より輸液ポンプの設定間違いの指摘あり（３０ｍｌ／ｈが２９ｍｌ／ｈ）いつから 確認不足
２９ｍｌ／ｈか不明。主治医に報告。
19時の点滴内にプリンペラン1/2Ａを混注し忘れた。プリンペランは追加処方であったため、メイン 処方箋の確認を見落とした。処方箋が２枚になっていた
の輸液の処方箋とは別の処方箋で見落とした。
１９時より経管栄養食を開始するため、ラコール４００ｍｌを入れたＥＤボトルをスタンドヘ掛け、患者 ＥＤボトルの紐が老朽化していた。 経管栄養食を準備する時、ＥＤボトルの点検をしなかった。
を座位にするためギャッジアップしていたところ、ＥＤボトルの紐が切れ、ＥＤボトルが床へ落下し破
損した。患者に影響はなかった。
１９時頃、外科入院のＡ氏（７４歳）に経験年数９年目の看護師がイレウス管より内服薬を注入し １ 薬袋に記載してある患者名と薬品名、内服回数は確認したが内服量は１包と思い込んだ。
た。指示は大建中湯２包であったが１包しか注入しなかった。
１９時頃金庫内薬品を日勤から夜勤に引き継ぐ際、翌日０時から使用する麻薬伝票を出し忘れて 土日・祭日は担当看護師が出すことになっていたが多忙で忘れてしまった。また、各勤務の交代
いることに気づいた。それから薬剤部を呼び出す事になってしまった。
時間に金庫内薬品の確認をするが入院があり遅れて１９時のなった。
１９時前ブザーがあり訪室すると全裸で腹部のガーゼをむしりとっている。吻合部のドレーンも自 手術前も、夜中に行動に注意が必要な時があった。また患者様は高齢の為、手術後のせん妄が
己抜去されている。当番医に報告し、来院。透視下で再挿入を試みるも入らず、病棟へ帰ってく
十分に考えられた.
る。事故防止のため患者様の同意を得て上肢を抑制する。２１時の巡視前に血まみれでいるのを
発見。ＣＶのコネクターをはずしそこから脱血している。ＣＶ挿入部もテープをはずし自己抜去。当
番医に連絡し末梢ライン挿入する。目が離せないためナースステーションでおあずかりする。
19時半頃Ａ氏がベッドサイドのカーテンを閉めようとされたところ、スリッパがすべり尻餅をついた 右大腿骨転子部骨折後リハビリ中にてADL拡大してきていたが、自己にてポータブルトイレ移動
様に転倒される。肉眼的に創傷見られず、疼痛等の症状も無いため整形Drへ報告し診察を受け、 等は必ずナースコールしてもらうよう度々声掛けしていたが、自力で移動してしまっていた
経過観察となる。
19時訪室時、ポート皮下漏れを発見した。るい痩のある患者さんで,体位によりフューバー針がは 体交の際、留意を要する
ずれたと思われる。痛みなどの自覚症状はなく、できる限り搾り出し,医師に再度穿刺してもらっ
た。
19時訪室時、食事摂取について聞くと全く食べなかったと言う。さらに聞いていくと外出し焼肉を食 ＡＤＬが自立しており、理解も良い人なのでまさか外出しているとは思わなかった。 準夜帯での訪
べてきたと言う。本人へいつどのくらいの時間出ていたのか聞くが、「ほんのちょっとだけ」といい詳 室が19時になってしまった。
しく話してくれない。日勤者が16時に在室を確認しており19時までの間に外出していたと思われ
る。体の不調の訴えなし。翌日朝、主治医に報告してもらう事とした。尚、24時間ＣＣＲ中であり外
出中に排尿あれば検査もきちんとできていない可能性ある。
１９日、右被殻出血にて入院。２２日開頭、血腫除去術施行し１０日目の患者。左上下肢麻痺にて リクライニング車椅子に移動させた時、上半身が上にあがりすぎバランスをくずしやすかった。体
自力での移動はできないし、肥満でもある。脳ＣＴ後、リクライニング車椅子に技師２名、看護師１ 重がかなり重かった。リクライニング車椅子の使用方法の把握はどうであったか。
名で移動。体幹を安全帯で固定し、安全帯を車椅子の支柱に固定し病棟からの迎えを待っていた
時、患者の頭が動きバランスがくずれ車椅子の上部が下降した。
19日ターゲスと指示簿に指示あり。準夜看護師が指示を受けるが伝票はなかった。19日深夜勤務 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
者は、ターゲスがあることは理解していたが、伝票の確認を忘れていた。そのため朝食前の血糖
を測定していなかった。日勤勤務者に指摘されて気づく。主治医へ報告し19日朝食後2時間から
20日朝食前までの検査とした。
１ヶ月健診で来院。眼脂が出ていた。処方箋は二種類あり、一方は有料扱いで手書き処方箋、他 最大の原因は、医事会計において薬の引換券が有料分と保険分２枚あるのに、１枚しか渡されて
方は保険扱いのオーダー処方箋（いずれも院内処方）であった。患児の家族が帰宅後、薬が一種 いなかったことによる。診察室において渡すのではなく、医事会計の収納窓口において引換券を
類しかないことに気付き、問合せの電話があった。 薬剤部においては二種類処方されており、一 渡しているシステム（支払い後に引換券を発行する）にも問題あり。看護師は診察室で「薬を引き
方が渡されていない状況で残っていた。患児家族の連絡し、取りに来ていただいた。
換えた時点で中身を確認してください。」と説明していなかったこともある。
1つの病棟に、一般病棟と結核病棟が併設されているが、工事のため停電になったが、停電の作 新病棟で、開棟後、11日目のできごとであった。工事による停電は前の週にもあったが、そのとき
業終了後に、結核病棟の空調のスイッチを戻すことを半日間忘れていた。
は結核の患者は入院していなかった。病棟を開棟するときには、停電があれば空調のスイッチを
もどさないと作動しないというオリエンテーションは受けていたが、忘れていた。
１つの病棟の並食と全粥食以外の患者さんに醤油を付け忘れた。
醤油をつける前に別の仕事に手をつけたために忘れてしまった。
1往診を行い点滴をしようとした。2高齢の方で血管が見えにくい状態であった。3天骨側の静脈は 新人等の院内事故防止教育の問題点
なるべく避けたほうがよいことはわかっていたがその静脈をえらんだ。4動脈に入り逆流しＤｒにい
われ気づく。5あわてて抜針ししっかり圧迫して止血した。
１回1錠×３を勘違いして、1回に３錠投与してしまったが、患者が服用せずに放置してあったの
思い込みによる判断ミスで、チェックの仕組みの問題点。
で、１５時間後に気づいた。
1回目のクレアリニンクレアランスが検査室の手違いで出来ず、2回目の検査であったが、他チー 他のチームに情報を伝えていなかった。蓄尿カメには検査中の表示をしてあり安心していた。
ムが排泄介助を行なった為検査中であることを知らず尿を破棄してしまった。

72

改善策
不穏行動が予測される時の対策について研修をする。
配膳時は、患者名と食札を合わせ確認してから配膳する。

夜間、4点柵を実施し頻回に訪室する。また、一人で移動しないようその都度説明していく。必要
時、家族の付き添い依頼し、離床お知らせコールなど使用を検討する。

状態をＤｒに報告し、他患者様へ暴力に至らないよう観察を申し送る。
新しい注射・与薬オーダーは、夜勤の場合は担当看護師へ声かけしてもらう 夜勤帯の受持の科
名をホワイトボードに表示する
頻回の訪室、本人への説明、クレンメの位置を本人の目より高いところにした。
医師に指示出しのルールを守ってもらう。 新しく赴任した医師に担当者がシステムを責任を持っ
て指導する。
頻回に訪床し観察する。 必要時抑制をさせていただく。
人工呼吸器の点検やチェックリストの再確認。 勤務交代時には、次の勤務交代時に２人でチェッ
クする。
声だし・指さし
カルテのサインも一つ一つ確認しながらサインをする。
当事者に指導。 ＥＤボトルの保守管理に関して、栄養課と相談。 ボトル一体型の経管栄養食の
導入検討を依頼。
１ 準備段階での確認と投与時に再度確認を行う。
土日・祭日は一日ごと受持ち看護師が提出するよう、申し送りノートに記入して伝えた。
不穏状態が落ち着くまで家族への付き添いを依頼する.また、一度目の自己抜去の後、患者様の
部屋ではなく、デイルームやナースステーションにつれてきて、目を離さないようにするなどの処置
が必要であった。
NSの介助、監視のもとの離床の必要性を理解して頂けるまで説明しておくべきだった。
観察を密にすること
2時間ごとの所在をきちんと確認していく 外出・外泊はあらかじめ届け出の必要なことをオリエン
テーションで説明しておく。

体重が重く、体動困難な人は、安定感のあるストレッチャー使用とする。なるべく人手の多い時間
帯をさぐり、検査時間を考える。
・指示を受けた人は、伝票の有無まで確認する。当日深夜勤務者は、再度伝票と検査を照合す
る。
医事課受付及び外来看護要員に対し、よく説明するよう指導した。 全ての処方をオーダリングで
行えるようにする必要がある。
停電発生時の手順作成。確認を徹底する。
事前に準備をして再度確認をする。紙に書いて３人で確認をする。（メモを作って活用する）
あせらず気持ちを落ち着かせ冷静に行動することが大切である
声を出してのダブルチェックを励行する。
他チームにも検査中であることを伝達する。尿を処理する際には検査の有無を確認する。患者の
周囲に検査中であることを表示する。
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具体的内容
背景・要因
１回目の巡視の際に４０ｍｌ/ｈで行う点滴が２時間でほとんど空になりかけていた。リーダーに報告 巡視に行く時間が、検温や処置などで遅くなってしまった。 母親が患児を抱きかかえた状態で、
をし、医師へ報告をし指示をうけた。患児の母親には「こちらも気をつけて見に来ますが、あまり早 点滴の速度を調節してしまった。 他の看護師に母親は点滴がなくなることを伝えていたが、その
く落ちてたりしたら教えてください。」とお願いした。
連携が十分にはかれていなかった。
１回目の診察時、採血・ｽﾊﾟｲﾛの指示あり。検査結果が全てそろい２回目の診察に患者を呼び込 ・医師の患者への説明の仕方が適切ではなかった。 ・カルテに“追加”の記載がなかった。 ・中
む。その際、採血指示と点滴の指示が出た。医師から患者に対して、｢もう一度、採血をしてくださ 付き、外付きともに他の患者の話をしていたため、注意力に欠けていた。
い。｣と説明していたのを聞いていたため看護師からも、｢採血と点滴があるのでこれを持って待ち
合いでお待ちください。｣と説明しファイルを渡した。指示拾いの際、カルテには点滴と採血指示が
記載されていたため、新たに採血伝票をきり、QAS（吸）とIgEの欄に丸をして外付き（事務）にも確
認してもらい処置室にまわした。この時、看護師は医師からの患者への説明と、カルテに追加と記
載されていなかったことにより、採血が追加でできることに気づかなかった。外付き（事務）も指示
の確認はしたが、その事には気づかなかった。 処置室看護師が採血と点滴の準備をして患者に
その事を伝え、施行しようとしたところ、採血痕があったため患者に確認すると一度採血をしてい
たことがわかり、検査に確認し追加指示でできることに気づき、再度、採血することはなかった。

改善策
点滴は患児が臥床した状態で速度を調節するようにする。 巡視は、部屋順に廻るのではなく、優
先順位をつけて巡視を行う。 速度調節の難しい患児には輸液ポンプの使用なども検討する。

１階にある職員食堂で、病棟職員がポット２本、やかん一つにお湯を汲んだ。その後、病棟に戻っ やかん一つに、多くの水を入れすぎてしまった。２つのやかんに入れて運ぶべきであった。
たが、食堂から病棟までの間、段差があるため、やかんを乗せているワゴンを少し持ち上げたとこ
ろやかんの口からお湯がこぼれてしまった。その時に、よく見ると、食堂から絶え間なくお湯をこぼ
していた。
１階の保護室前に、薬品庫の鍵が落ちていた。
鍵を落とした職員は、そのとき、忙しかったのかもしれない。しかし、鍵は所定の位置に戻してから
処置等、次の業務に移るべきだった。施錠して管理しなくてはならない薬が保管されているのであ
るから、患者や第三者が鍵を手にして、薬を盗難された場合、大きな事故となりえた。
１階ホールにて、患者が周囲にいる他患者に無差別に暴言を浴びせる。また、ホールで複数の患 このところ、精神症状が落ち着かず、不穏状態であった。
者が見ているテレビの電源を切ったり、コップの水を他患者にかけようとしたりした。
１階男子トイレで患者がタバコを吸っていた。喫煙室以外での喫煙を控えるように注意した。その 理解力が乏しい患者様であった。観察が不十分であった。
後、患者は、トイレから自室のベットに入り、タバコを投げ捨ててしまったらしく、ベット下の新聞紙
が焦げ始めていた。ベット内に吸殻3本を発見した。
１階男子トイレの清掃中に長さ５ｃｍほどの釘が一本落ちているのを発見する。釘は先端が鋭利な トイレのドアの一部から抜け落ちたと思われる。
ため凶器になることもありえる。
１型糖尿病合併の妊婦、妊娠中毒症管理目的にて入院中。血糖測定は１日４回、そのうち食前の カルテの指示の確認不足、指示内容の理解不足
３回のみ、ヒュ―マログの定期投与とスライディングスケールでの投与指示が出ていた。その他、
ヒュ―マリンＲ４０単位を側管から0.5ml/hで持続投与していた。 21時、眠前の血糖測定の結果、
スライディングスケール使用の適応ではなかったが、定期指示のヒュ―マログ4単位を投与してし
まった。投与前にカルテで指示を確認したが「眠前のインスリンなし」という記載の確認が不足して
おり、投与してしまった。そのことを夜勤スタッフに指摘されてインシデントを発見、すぐに血糖測定
し、内分泌医師に報告する。血糖は１２５だったが、夜間低血糖に注意すること、低血糖時は指示
どおり対応、ヒュ―マリンＲの持続点滴はそのまま続行という指示をもらった。その後も状態は安
定している。
○月29日午後16時医師指示のNS500ヘパリンナトリウム1万単位 ２４時間キープの指示を見落と 業務手順・ルール･チェックの仕組みの問題点 再確認のあり方･重要性
し 3時間位で終了した 他の看護師から指摘され医師に上申する 経過観察をするように指示を
受けた
１検体に依頼伝票が２枚あった。（一般と細菌検査）それぞれの担当へ提出したために、一般検査 情報の伝達・連携の問題
の担当者は細菌のオーダーがあることを知らずに検体を破棄してしまった破棄ボックスから拾い
上げて検査した。
１歳３ヶ月の園児、高さ３５センチの園児用椅子より転落。保育士はおやつの支度でその場にいな 落ち着いていると思っても思わぬ行動をするのが子供である。危険を予測し、観察をすべきだっ
かった。
た。
１歳のダウン症の患児の採血をしようと処置室に母同伴で来てもらい、処置台の上に寝かせても 一瞬でも患児から目を離してしまったこと。
らい、母親には廊下で待ってもらうよう声を掛けた。ドアが開いたままになっており、母親が不安に
なると考え、ドアを閉めようと一瞬目を離してしまった｡その時、患児は処置台から転落してしまっ
た。
１歳の患児にサークルベッドを使用していた。祖父母が付き添っている時、祖父の上着につかまっ 家族に対する説明･指導の不足 サークルバッドの使用を家族にまかせたこと ベッド柵が上段ま
ていた患児が上着を脱ぐのと同時にベッド下に転落した。ベッド柵は中段になっていた。看護師は できちんと固定されていなかったこと
入院時にベッド柵と転落の危険性については説明していた。患児は前額部を打撲し、冷罨法を実
施する。その後異常なく経過する
１歳の子供で祖母の付き添いがあっていた。サークルベッド使用中。固定が十分でなかったため サークルベッドの観察不充分
ベッドサークルが下がり、側にいた患児がベッドから転落した。前額部に発赤を認める。意識レベ
ルに変化はない。
１歳の肺炎の患児に水薬が処方５日分される。薬容器のラベルには３日分とあり、目盛の所も３日 不思議に思ったらそのままにせずに、今一度確認するべきでした。
分の所 にシールがはってあった。スタッフと１回量としては多いなと話しながら、１回分を配薬して
しまう。しかし気になり薬剤師に確認したら５日分を調剤したと言われたため、患児のところへ行
き、間に合ったので、適量 を渡す。
1歳児が、母、祖母が付き添っていたが、転倒した、外に外傷、意識等正常。
目を少し離した間に、柵は3本
１時１５分巡回時アンペック２０ｍｇ＋生食２１ｍｌ＋ロルファン０．５Ａのシリンジの目盛りにチェック シリンジの装着がしっかりできていなかった可能性がある。
し、流量が２ｍｌ／ｈと積算量が０．６ｍｌである事を確認した。ラインも異常無かった。３時３０分に巡
回時確認すると ２時間１５分で既にシリンジの目盛りは１２ｍｌ迄入っていた。すぐに停止しポンプ
を確認するとポンプの積算量は５ｍｌであった。
１時20分に患者がトイレに移動しようとした際に､足元がふらつきベッドサイドにて転倒。同室者よ 腹満強く､下肢に浮腫あり。歩行時ふらつきみられていた。トイレ頻回。
りナースコールあり、訪室。転倒を発見。ベッドにて後頭部を打僕。腫脹あるも出血なし。頭痛ある
も、嘔気なし。レベルクリア、バイタル緒変なし。主治医へ電話にて報告。頭部クーリングにて朝ま
で経過観察との指示あり。朝、主治医診察にてそのまま経過観察となる。
1時20分頃、談話室で物音がしたため看護師が駆けつけると、ソファーとテーブルの間に転落して 患者への説明不足
いるの発見した。同室者のいびきが大きいため、談話室に来ていたという。患側の肩を打ったと話
す。 患側の痛みの増強なし。運動問題なし。バイタルサイン変化なし。当直医報告し様子観察に
なる。同室者のいびきが軽減しているのを確認し、患者を自室に誘導した。
１時３０分、病室よりコールあり。訪室すると、ポータブルトイレ横で転倒していた。トイレへ行こうと ポータブルトイレ移動を始めたばかりの患者で、移動時ナースコールを押すよう説明すべきであっ
して転倒したと言う。頭と臀部を打撲するも、バイタル異常なし。
た。
１時３０分巡回時に入眠して見えたが１０分後に同室患者からのナースコールで訪室するとベッド 観察不足
サイドで倒れていた。ベッド柵は統べて上がっており、靴を履いていたことからどこかに行こうとし
てベッドサイドで転倒したと思われた。

多少振動があってもこぼれない程度にお湯を汲み、段差では注意を促す。
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・医師は追加採血の場合、必ずカルテに“追加”と記載する。 ・医師と患者間の話だけを真に受け
ず、必ずカルテを確認する。 ・指示拾いの際は、他の患者の話をしない。

鍵使用時は最後まで、職員が責任を持つ。鍵管理の意識について話し合う。
Ｄｒと連携をはかり、対処する。
喫煙室以外での患者様の喫煙の観察を重視する。火災の原因となることを説明、お願いも職員全
体で取り組む。理解力が乏しい患者の喫煙は、ＮＳが付き添い、火を消すまで見届ける必要があ
る。
精神科ということも踏まえて危険物の管理は確実に行う。病棟内でのドア及び蝶番も含め、備品
の定期点検を行う。
指示内容確認時、申し送り時に変更になった内容について前の勤務のスタッフと１つ１つ確認を行
う。投与前には、投与方法、投与時間の指示について、カルテ内容の見直しを何度も行う。指示の
中でも最新の指示には、分りやすく指示棒を立てる

意識して指示を2回以上チェックする
検体１に対して依頼伝票が２枚ある時は、担当者に伝える。検査提出は１伝票、１検体を原則とす
る。
園児から離れる際には必ず他の保育士に声をかける。
他のナースの協力を得るか、その場を離れたい時は抱っこするなど必ず患児から目を離さないよ
うにすることが必要だと考えられる。
サークルベッドは看護師が管理する ベッド柵を動かす場合は看護師を呼ぶように説明する 転
倒転落の危険性について、本人･家族に説明する 処置の時以外はベッド柵は上段で固定する
サークルベッドの固定状況を訪室時に確認する
不思議に思ったらそのままにせずに、今一度確認するようにする。

説明しているが落ちることあり。ベッド柵4本を、カーテン部屋。
シリンジを過信せずに自分の目でしっかり確認する。 シリンジの使用方法をもう一度確認しきち
んとセットする。 セットした後に他者にも確認してもらう。
足元ふらつきがみられていたため、状態をみてトイレ移動時にナースコールを押すよう説明しトイ
レ介助を行うべきであった。
ソファーで寝転ぶのは危険であることを説明し、自室へ戻るように促す。

夜間、移動時は看護師は必ず呼ぶよう、再指導。転倒の危険性を充分、家族・本人に理解しても
らうこと。
巡回時に患者一人一人をよく観察し、覚醒しているようなら必要な援助が行えるように声を掛けて
いく。 危険行動のある患者には抑制も考える。 痴呆のある患者様には家族についていただき精
神的慰安も図る
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具体的内容
背景・要因
１時３５分病室の入り口で仰向けに倒れているのを発見。便意ありトイレに行こうと思い転倒。日 排便時間の把握およびコントロール。 夜間に車椅子を使用することは適切であったのか。 コー
頃移動時は車椅子を歩行器代わりに使用。（本人希望）今回は車椅子を使用していない。また
ルはなぜ使用しなかったのか
コールするよう説明しているがコールは使用していなかった。
1時４０分頃ナースコールあり、フォーリーが入っている患者からトイレに行きたいと言われる。トイ 患者の状態を十分に把握していないのに介助していた。また介助しかたにも問題があった。いつ
レ迄どうやって移動していいのかよくわからなかったので１度スタッフセンターに確認しに戻った。ト でも支えられる位置にいなければいけなかったが車椅子が遠かったため患者から離れてしまっ
イレ迄の移動は車椅子だときいたので車椅子を持って部屋に戻る。部屋に行くと患者はベッドの た。車椅子の置く位置、介助するときの自分の位置を考えなければらならない。
横に立った。車椅子に移乗するには少し遠かっためもう少し患者に近づけようと車椅子を動かし
た。そのとき患者がふらつき後ろに倒れた。患者はしりもちをつきその拍子に後頭部を床頭台にぶ
つけた。すぐに患者に声をかけ状態を観察した。意識は変わりなし、痛みも自制内であった。その
後トイレまで移動介助する。部屋に戻り血圧測定しＤｒ報告する。状態変化なかったため経過観察
となる。
1時40分同室者よりナースコールあり訪床したところ患者がベッドサイドの床に座り込んでいる。
下肢しびれあり以前転倒したことあり移動時はナースコールするようこえかけていたが自己で移
ベッドサイドで尿器にて採尿しようとベッド柵を持ち立位になっていたところバランスを崩し後方に 動されていた。下肢しびれあるも立位で不安定なまま採尿していた。
転倒したとのこと。その時後方にあったオーバーテーブルで後頭部を打撲し、臀部も打撲したとの
こと。後頭部腫脹・出血なし。臀部打撲跡・出血なし。両下肢・足関節動き良好。血圧
150/82mmHg、脈98気分不快なく意識レベルクリア。上記当直であった主治医に報告。様子観察と
指示あり。その旨当直師長に報告する。
1時50分ごろ、同室者よりコールあり。訪室すると、ベッドに不在であり、隣のベッドに腰掛けられて 眠剤服用の影響
いるのを発見する。持続点滴中であったが、抜針されていた。眠前にマイスリー1錠服用されてい
た。本人は”寝ぼけていたのかしら”と話される。
1時にヘパリンフラッシュをしてアンギオを手に固定した。落ち着きが無く寝る様はみられなかった 痴呆や落ち着きのなさがあったのにそれなりの対応をしていなかった。
が家族がいたので部屋をあとにした。家族によれば2時ごろに静かに横になったとのことであるが
2時40分部屋からでてこようとしていたので戻そうと近づいたところアンギオが抜けているのにきづ
いた。朝まで様子観察し医師に報告、なるべく口から好きなものをとる様にし点滴は中止となった。
1時に患者は入眠していた。2時30分に体位変換を実施しようとﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞに行くと、中心静脈ライン
が垂れ下がり、床が濡れていた。患者の右上肢は麻痺があり、自己抜去の可能性は低かった。
刺入部は縫合糸が残っていた。
１時に巡回するとよく睡眠されていたが２時に訪床すると末梢静脈ラインを自己抜去していた。
1時に巡回時、2時に終了予定の点滴が終了し、ルートが詰まってしまた。翌日点滴を取り直した。
１時の時点で末梢点滴自己抜針していたが、そのまま様子見で経過し、６時のラウンド時ベット横
の床に横たわっていた。診察してもらうも外傷は無し。
１時の巡回時、他看護師が訪室したところ、シャツ、パジャマに血液付着あり、末梢点滴ラインが
抜去されているのに気付いた。５時間前にも末梢点滴ラインが抜去されているため、朝までノーラ
インにて様子みることとする。
１時の巡回時は異常なく１時３０分に訪床すると心電図モニターが外れ、良くみると末梢静脈ライ
ンが自己抜去されていた。患者様は寝ぼけて抜いたと言われた。
１時ボトル更新行う。２：３０輸液管理のため訪室すると、ＫＮ３Ｂ５００ｍｌのところ、５％ＴＺ５００ｍｌ
がつながっていた。チャート再確認してＫＮ３Ｂ５００ｍｌに交換する。自然滴下のため時間８０ｍｌの
ところ４０ｍｌしか入っていなかった。
1時患児のオシメ交換時、病室の照明を暗くしていたため気付かなかったが、３時の検温時、患児
の頭上のシーツが濡れているのに気付いた。直径10cmの円は乾燥していたが、直径１cm程の円
はしっとりしていた。患児は経管栄養でMMを30分でポンプ注入していた。5時30分NGTルートの下
に新しいオシメを敷いてMM注入した。6：20分NGTのチューブと接続部分からもれていることがわ
かった。6:30 Dr報告し、NGT入れ換えになった。朝の血糖は94mg/dlだったため、経過観察とな
る。
1時間ごとに内服する必要がある、プロスタルモンE2を45分遅れで内服させてしまった。

改善策
べッドの周囲および車椅子が使用しやすいように環境整備をおこなう 移動時は必ずコールする
よう説明する
なぜその患者は車椅子介助になっているか、なぜフォーリーが入っているのかを考えなければい
けない。介助するときは患者はどんな状態なのかを把握してどんなことに注意して介助しなければ
ならないかも考えなければならない。また貧血状態にある患者にはいつふらつきがあっても支えら
れるように患者からなるべく離れないようにする。患者を移動させるときには車椅子をなるべく動か
さなくてもいいように車椅子の置き場所も考えなければならない。

立位時は必ずナースコールするよう再度声かける。訪床時尿意ないか確認し介助する。まわりに
オーバーテーブルなど危険なものがないか環境整備していく。

眠剤服用の高齢者に対しては、特に頻回な訪室が必要。
アンギオのヘパリンフラッシュ固定をやめ。家族が不在のときはウーゴ君を使用する。

１時に輸液の滴下は確認しているが、ｶﾃｰﾃﾙ刺入部の観察は行っていない また、この時の体位 ケアを実施する時は、各種ラインの障害となるものを除き行う
変換時に、ラインが引っ張れた可能性が考えられた
観察不足 鎮静剤を服用していたためよく眠っていると思っていた。
点滴交換が近い患者の点滴の滴下状況の確認を引継ぎ後早めにしていない。

入眠していると思っても薬剤で眠っているような場合は頻回に訪床し観察する。
持続点滴の点滴滴下状況の確認を早めに行う。

判断が甘かった

自己抜針した時点で今後の事も予想するべきだった。 防止策としてお座敷ベットなど

観察不足

危険行動がある患者には頻回に訪床し観察する。 必要時抑制をさせていただく。 高齢であるの
で精神的慰安のために家族についていただく。

観察不足

頻回に訪床し観察する。 刺入部の保護をしっかり行う。

チャートを持参の上確認しなかった。輸液管理棚に多くの患者の輸液があり整理整頓がなされて 処置室の整理整頓を行う。輸液調剤時チャートを確認の上行う。交換時もチャートを持参していき
いない。多の業務に追われて慌てていた。
確認して行う。
照明が暗かったために発見が遅れてしまった。 観察不足 NGTが不良品であった。

観察時は適切な照明のもと行なう。 不良品の改良

緊急手術の入院があり、入院の準備などで時間通り内服させることが出来なかった。 他のスタッ 患者様に内服があることを伝え、もし遅れるようなことがあれば、助産師に申し出るように説明して
フに内服させることを依頼していなかった。
おく。 スタッフ間で業務を分担する。 本院での産婦人科の緊急入院は一度病棟に上げてから、
オペ出しを行う為、外来からそのままオペ出しが出来る方法はないか医師と外来看護師と検討
中。
１時間で投与指示の点滴を30分で行ってしまった。
点滴ポンプの設定を確実に細部に渡り見ず、確認不足から発生した。
薬剤投与前の決められた指示確認が抜けていた。
1時間前にドレーンを自己抜去された患者。両手にミトンを装着し、ミトンの紐を柵に固定していた 抑制の手技のまずさ
確実な抑制方法を再学習すること。
が、巡回に行き、カフの膨らんだままのバルンカテーテルが枕元に置いてあるのを発見。ミトンもそ
の横に並べておいてあった。再度、バルンカテーテル挿入するが血尿ではなかった。
１時間毎に巡回していたが５時にＮＧーＴが自己抜去されているのを発見した。
観察不足
覚醒時は特に危険行動もないため、睡眠時に無意識で抜いたと思われるため、睡眠時はミトンを
着用して頂く。
１時頃、抑制帯を外しＮＧーＴを自己抜去しているのを発見した。
観察不足
抑制が必要な患者様は効果的に行う。
１時巡回時ベッドサイドの床に座り込んでいた。ベッド上におやつが置いてあり、おやつをとって立 ポータブルトイレでの排泄については、必ず見守りで行っていたが、ひとりで活動の際には見守り 再度、ナースコールするよう説明する。
ち上がろうとしたときに、力が入らず座り込んでしまったとのこと。以前より、同じような状況があ
は出来ていなかった。
り、ナースコールするよう声かけ、訪室していた。
1時巡視時、左側にのみ柵がしてある状態で患者が入眠していることを確認する。１時50分ナース 当患者はうつ病を患っており、眠前に数種類の内服を服用しており、ふらつく可能性があり、ま
眠前に多くの内服をしており、ふらつく可能性が大いにあり、ギブス固定により、行動に制限があ
コールあり訪室すると、ベッドより転倒し頭部を打ったとの訴えあり。頭部に出血は見られず、意識 た、患肢はギプス固定されている状態で行動に制限があるため柵の設置をすすめたが、柵の設 るため、夜間は柵を付けるように患者と話し合い、実施する。
レベルの低下も無い。バイタルサイン安定しており、嘔気・嘔吐ないことから、自己にてベッドへ移 置によりトイレに行きにくくなるからと、前日に柵の設置を拒否していた。転倒のリスクを説明し、納
り再び入眠するとのことで様子みるも、痛みの増強もなく経過する。朝から、主治医に報告する。 得されたため、左側にのみ柵を設置していたが、片側のみの柵の設置であったため、寝返り時、
転落してしまった。
１時巡視時、点滴ライントラブルなく入眠されていた。固定もしっかりされていることを確認していた 痴呆があったため、頻回な確認、注意が必要であった。また食事も摂れており、症状も改善されて 固定されている部位やラインを十分に確認し、十分だと思われても頻回に訪室するべきであった。
が、３時に巡視したところ、アンギオ自己抜去されているのを発見する。患者に説明し、再挿入、固 いた為、早めに主治医と相談して点滴抜去をあおぐことも、患者様の苦痛を軽減できたと考えられ
定強化し自己抜去防止を図る。
る。
1時半救急車で来院の意識障害の患者。ICU入室後準夜看護婦がアナムネをとりカルテにコンタク 申し送りをしなかったため 瞳孔の診察時に気がつかなかったため ソフトレンズなので注意深く 意識障害の患者の診察時にはコンタクトの有無を必ずチェックする
ト装着中と記載。 記載のみで誰にも申し送りせず。その上、瞳孔を何度もチェックをした主治医、 診ないとわかりにくかったから
深夜看護婦、翌日の勤務の看護婦、誰一人コンタクトに気づかなかった。 月曜日朝、私が初めて
この患者様を診た際、カルテにコンタクト装着中の記載を見つけすぐに患者様の両眼をチェックす
るとソフトコンタクトが入っており直ぐにはずし保管した。もしもそのまま気付いていなければ（患者
様はずっと 意識がないため）長く見過ごされコンタクトによる角膜損傷を引き起こす危険性が十
分にあった。 後日なぜ記載のみで観察を怠ったのか問いただすも’準夜明けでボランティアでア
ナムネをとっただけですから’と言われた。
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1371

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382

1383
1384
1385

1386

1387
1388
1389

1390

1391

1392

1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

1400

具体的内容
背景・要因
改善策
1時半頃患者より悪寒がするとコールあり電気毛布にて保温し、2時の巡視時は入眠されていた。3 発熱に対する対処が遅れた。 ベッド柵が片側しかされていなかった。 発熱時に患者が一人で行 昨日も発熱あった。悪寒があった時点で検温し、発熱に対して早急に対処していれば防げたと思
時に様子を見に訪室するとベッドの横に座り込んでいる。事情を聞くとベッドから降りようとしたとき 動してしまった。
う。ベッド柵の設置。 発熱時は、一人で行動せずナースコールするよう説明する。
に力が入らず、ずり落ちたといわれる。失禁されているも、トイレには行ってきたといわれる。39.8
度の熱発あり意識も朦朧とされている。ADLは自立されているため片側は、ベッド柵をしていな
かった。打撲や外傷はなく、本人も何処も打っていないといわれるため、ボルタレン坐薬挿肛し様
子見る。
１週間余り、1日３回投薬が１日１回になっていた
確認不足・薬袋をみて箱に入れる
申送りをしっかり聞く。マニュアルの厳守
１床目に入院中の患者様が2床目に入院中の他の患者様と一緒に寝ているところを発見。
ベッドに４本柵をしていたため思い込みで頻繁に病室を訪れなかったため。
危険のある患者様には頻繁に見回りを心掛ける。
1人の患者に同じ内服薬が2つきていたとの連絡があった。
確認不足
薬袋と処方を照らし合わせて鑑査する。
１人の患者に主食のお粥がついていなかった。
確認をしたときに見落としがあったと思う。最近少々仕事内容（お膳への食事のおき方）が変更に 見落としが無いように確認に努める
なり、慣れていないせいもあり、見落としが出たと思う。
１人の患者のＣＺーＨｉを付け忘れた。
確認を一度しかしなかった。
確認を１度で終わらせない。最低でも３回確認をする。
１人の患者の経管栄養（ツインライン）が冷たかった。
温めずに出してしまった為。
温めなおしてから出す。
１人の患者の経管栄養食を付け忘れた。
人数だけ確認して名前まで確認しなかった。
名前まできちんと確認する。再三の確認。
１人の患者の食事におにぎりをつけるはずだったが忘れてしまった。
作ったと思い込んでしまった。
確認の徹底。１人で確認しないでみんなで確認する。
１人の患者の食事にお粥ゼリーを付け忘れた。
お粥ゼリーとミキサー食のお粥を見間違えてしまった。
よく食札を見て指差し確認をする。
１度転倒歴のある患者様。観察室にて看ていた。４：００休んであるのを確認し、他の患者の巡回 ADL低下 筋力低下 眠剤服用していた
抑制を検討する 家族の協力が得られないかを相談する
へ行った。途中で物音がしたため訪室すると ベッドの側に転倒している患者を発見した
１日、他病院の紹介患者で狭心症の患者にパナルジン１００ｍｇ２錠を内服するよう処方した。しか ・他施設の診療科の連携がなされていない。
・患者に現在服用している内服薬を全て持参してもらい確認をする。
し他病院でパナルジンの処方が始まっており、２重処方となった。他施設からの紹介状には循環
器科からの処方内容しか提示されていなかった。患者が心臓カテーテル検査の目的で６日に入院
した時、看護師のアナムネにより他施設の脳外科からパナルジンが処方されていたことが発覚し
た。
１日１回の抗生剤の指示が出たのに、翌日に投与していなかった。
指示受け看護師の伝票への記入忘れ。施行看護師のサイン忘れ。翌日看護師の情報収集不
基本に従った伝票への記入。情報収集。
足。
１日１回朝の指示の内服薬を「経管栄養時に」と記入されていたので、３回注入すると思い込んで 確認不足、ダブルチェックしているのにもかかわらず見落としてしまった。
ダブルチェックを確実に行う。 指示書をしっかり見る。
昼の経管栄養時にも、与薬してしまった。
１日１回朝の務薬と、１日１回夜のむ薬が有った。投薬袋へ入れる時に、朝の薬をよると書いた袋 確認不足･不注意
名礼による確認不足に注意し、確認作業を確実にするように
へ、夜の務薬を朝と書いた袋へ入れてしまった。 患者がいつも服用している薬だったので、気付
いて連絡。 いつものように服用するよう指示して事無きを得た。
１日1回朝食後に2錠内服する薬が、残り１錠しかないと患者より言われる。医師に処方してもらお ・患者への説明不足
本人管理の方でも時々内服状況の確認を行う
うと報告すると2日前に４日分処方されたばかりだった。おかしいと思い患者に確認すると、毎食後
に内服していたことが分かった。患者に説明し看護室管理とした。
１日１回夕食後に服用する予定のジスロマックを看護師が管理していたが患者管理薬と思い込
確認不足
指示シート・ケアシートをしっかり見て、業務を行う。
み、患者に服用したかと確認したところ「朝、飲んだ」と言われた。父にも確認したところ「飲んだ」と
言われたので信じたが与薬できていなかった。
1日2回（朝、夕）にデパケンシロップを内服しているが、間違えて昼にも内服してしまった。すぐに 処置板に内服も朝、夕と書いてあったが見落とした。また、薬杯にも患者名と薬品名しか書いてな 処置板にかいてあることには目を通し、メモをしておく。 薬杯に投与時間も書き、時間がわかるよ
主治医に報告し、夕の分は内服しないように、と指示を受けた。
く、投与時間はかいてなかった。
うに表示した。
１日２回、抗生剤点滴（側管注）の指示があり、深夜帯で１回目が既に施行されていることに気付 深夜看護師からの口頭での申し送りは無かった。カルテで注射伝票と照合した看護師と、注射薬 その日の担当者が責任を持って確認から準備まで行う。見落とさないよう、一つのことに集中して
かず準備。施行前に注射伝票のサインを見て気付いたが、それを準夜看護師に申し送っておら を準備した看護師が違う。その日の受け持ちではなかった。
業務を行う。
ず、準夜看護師は新たに準備した為、１回分破損となる。
１日２回、抗生剤点滴施行される患者であったが、他患状態悪化、他患処置等のため、多忙であ 他患の状態悪化の為、手術・検査と病棟全体が多忙となっており、夕方分の点滴を準備していな 薬品係が、翌日の点滴をダブルチェックする際に、抗生剤など、夕方分の点滴がある患者の伝票
り、忘れていた。翌日の日勤帯にて薬品棚点検中、点滴が残っている事に気付いた。 すぐに主 かった。夕分点滴の時間帯に、他患の処置に追われ、その後も気付けなかった。 夕方分の点滴 を、当日分の点滴と一緒に処置台に置くこととする。
治医報告す。
を、薬品棚に保管することとなっており、夕方分の点滴が目に付かない状況であった。
１日２回投与する薬剤が医師から処方された。処方当日の夕方から開始になり、翌日も朝夕食後 与薬係の看護師Ａは、与薬業務に不慣れだった。当院における与薬業務オリエンテーションの内 経験者に対するオリエンテーション方法の検討。新入職員が不慣れな業務をしているとき、フォ
に投与されるよていだった。事故当日の与薬は看護師Ａが行っていたが、当日服用分をトレイに 容に問題がある。不慣れな看護師Ａに対する他のスタッフのフォロー不足。看護師Ａは、不慣れな ローするスタッフを総合リーダーが指名してき、一人で仕事を抱えないような配慮をする。与薬に
セットし、翌日朝分はセットしなかった。翌日昼食後の薬を患者に、持っていった看護師Ｂに患者が 業務のため緊張しながら行って庵、気持ちにあせりがあった。また、仕事がなかなかはかどらない 携わる看護師は、サインをする、残量を確認する、処方箋と照合する等を必ず行う。臨時薬で定時
あるはずの抗生物質がないと確認をした。看護師Ｂは、処方箋を確認しサインがないこと、薬の残 ため、仕事がたまっていったのも一因。そのため、この薬をいつまでセットするのかがわからなく 薬につながるものは、処方の際日数を合わせてなるべく臨時薬の処理にかかる時間を少なくする
数を確認し、与薬が去れていなかったことを確認し、朝食後に投与すべき薬剤を昼食後に投与し なった。○月１６日の与薬係の看護師Ｃは、処方箋を確認し予約の準備をしていたが、当日の朝 ようにする。
た。
の欄に看護師Ａのサインがないことに気づかなかった。臨時薬が多く、与薬業務が煩雑である。
１日２回投与する薬剤が医師から処方された。処方当日の夕方から開始になり、翌日も朝夕食後 与薬係の看護師Ａは、与薬業務に不慣れだった。当院における与薬業務オリエンテーションの内
に投与されるよていだった。事故当日の与薬は看護師Ａが行っていたが、当日服用分をトレイに 容に問題がある。不慣れな看護師Ａに対する他のスタッフのフォロー不足。看護師Ａは、不慣れな
セットし、翌日朝分はセットしなかった。翌日昼食後の薬を患者に、持っていった看護師Ｂに患者が 業務のため緊張しながら行って庵、気持ちにあせりがあった。また、仕事がなかなかはかどらない
あるはずの抗生物質がないと確認をした。看護師Ｂは、処方箋を確認しサインがないこと、薬の残 ため、仕事がたまっていったのも一因。そのため、この薬をいつまでセットするのかがわからなく
数を確認し、与薬が去れていなかったことを確認し、朝食後に投与すべき薬剤を昼食後に投与し なった。９月１６日の与薬係の看護師Ｃは、処方箋を確認し予約の準備をしていたが、当日の朝の
た。
欄に看護師Ａのサインがないことに気づかなかった。臨時薬が多く、与薬業務が煩雑である。

経験者に対するオリエンテーション方法の検討。新入職員が不慣れな業務をしているとき、フォ
ローするスタッフを総合リーダーが指名してき、一人で仕事を抱えないような配慮をする。与薬に
携わる看護師は、サインをする、残量を確認する、処方箋と照合する等を必ず行う。臨時薬で定時
薬につながるものは、処方の際日数を合わせてなるべく臨時薬の処理にかかる時間を少なくする
ようにする。

１日２回投与の時間の見間違いミスで、薬剤を用意する際ダブルチェックで投与時間のミスを指摘
され気づく。
1日２回投与予定の抗生剤の朝の分を投与し忘れ、準備した薬剤が残っているのを次の勤務帯の
ナースが発見。
１日２錠二回服用の薬を、１日１回服用として与薬。 患者がいつもの通りに服用していて薬が足
りなくなり連絡があり発覚 不足分を補充し引き続き服用してもらう 実質的にはいつもの通り服用
できたために問題は起こらなかった
１日２本の点滴があり、１本目にビタミン剤を混注する指示があったが２本目にもビタミン剤を追加
した。
1日3回 経管栄養施行中にてＭａーＴ留置、クランプしていた。11月6日より開始し、一度も抜去さ
れたことがなかったが、本日、ＣＦ施行しており、ＡＭ3時訪室するとＭａーＴが抜去されていた。
１日３回（６時、１４時、２２時）施行されていたゾビラックスの点滴で１４時の施行者が６時の分の
チェックが伝票にないことに気づき確認したところ、点滴が施行されていなことが分かった。
１日３回、時間で投与する抗生剤を、深夜から投与時刻を間違えて申し送られ、そのまま間違えた
時間で投与した。
１日３回６、１４、２２時に経管栄養を行っており1回６時間で落とす指示になっていた。６時経管栄
養接続し、開始する。３０分後訪室時、滴下止まっており、少しクレンメを開き気味にして速度調整
する。８時訪室時、経管栄養は終了していた。終了直後バイタルの変動なし。Ｄｒ報告し、経過観察
となる。

投与時間の文字が読みにくかった。

見間違い、読みにくいような記入は注意し、自分でも間隔時間など理解し確認する。

指示の見落とし。確認不足。
確認の不足･不注意

受け持ち患者の状態把握と治療内容は理解する。 指示確認の方法を徹底し、業務終了時にも
最終確認する。
確実は確認作業の実施

確認不足

点滴を準備するときはしっかり確認する。

ＣＦ前処置などで、患者は苦痛を伴っていたのかも知れない。患者観察の不徹底によるもの

患者観察の徹底

伝票の確認不足。

ダブルチェック、申し送りを確実に行う。

最終投与時刻を伝えられた時も、時刻のミスに気づけなかった。

口頭伝達だけではなく、必ず指示チャートを自分の目で見て確認し行う。

観察不足

速度調節をした直後、数分後は滴下速度をこまめに確認しにいく。
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1401

1402

1403
1404

1405

1406
1407
1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414
1415
1416

1417

1418
1419
1420

1421

1422
1423

具体的内容
背景・要因
改善策
１日３回６時・１４時・２２時のモダシン投与の指示であった。１４時の抗生剤を投与忘れしており、 点滴伝票の確認不足、施行したと思い込んでカルテに記入していたこと、１４時ころ予定外入院の 点滴伝票を訪室時に必ず確認する。投与後に投与した印を点滴伝票にチェックを手書きで行うこ
準夜勤者により発見され、20時に１４時分を投与し、ずらして指示量を投与することとなった。
受け入れがあり、そのことに気が向いていたことが要因と考えられる。
とで２重のチェックになると考える。また、勤務交代後に残りの点滴について確認することを行うこ
とも１つの策といえる。
１日３回のオキシコンチン２０ｍｇを内服していて、オキシコンチンは看護師管理していた。麻薬保 自分自身が時間に追われて焦っていたので、本来確認する作業を省いた。
お互いに声だし指差し確認すること。
管金庫には５ｍｇと２０ｍｇのオキシコンチンが保管してあり、５ｍｇから服用することとなっていた。
14時のオキシコンチンを渡す時に、５ｍｇのオキシコンチンが４錠づつ減っている事に気付いた。ｗ
チェック時にオキシコンチンを１回1錠とお互いにカルテを見ながら確認してしまい、患者に５ｍｇを
1錠内服させた。次の内服時間まで気付かなかったが、次の勤務者が気付き医師へ報告となる。
1日3回の静脈注射び指示が1日2回となり、深夜勤者が医師に確認済みであった。注射ワーク
記載がしてあったが、申し送りが十分になされていなかった。 看護師が時間の記入を行ってい 医師が指示変更になった時点で時間の割り振りをオーダー入力するようにする。
シートにも時間の記載があったにもかかわらず、処方箋が新しいものに変わった時点で自己判断 た。
で時間を変更してしまった。次の日に準夜勤者からの指摘を受け、本来施行すべき時間に気づい
た。
1日3回血糖チェックの指示があった。１７時の血糖チェックを忘れてしまった。
うっかり忘れてしまった。 ターゲスのﾙｰﾙ・チェックの仕組みがない。
ターゲス時のルールを作る。 チェックする体制にした。
１日３回血糖測定しており、スケール指示が前日から変更していた。11:30血糖値551mg/dlにてDr 前日に指示が変更していた。 指示が理解しにくく、間違えて判断してしまった。
正しく理解した指示を次勤務者に申し送る。 インシュリンを施行する前に指示をDrに再確認し、
コール、指示にてヒューマリンR12単位皮下注する。13:30血糖値484mg/dlにてDrコール、指示に
正しい理解をし、間違えて注射を施行しないようにする。
てヒューマリンR10単位皮下注する。15:30測定器なく測定遅れ、16:30血糖値350mg/dlにて昼のス
ケールに従いヒューマリンR6単位皮下注し、Drコールした。その際、指示では16:30血糖値
350mg/dl未満ではインシュリンせず、経過観察するようになっていたことをDrに指摘されて、指示
を誤って判断していたことに気付く。Dr指示にて、２時間後血糖値再検し、血糖値60mg/dl未満もし
くは350mg/dl以上ならDrコールすることになり、準夜勤務者に申し送る。低血糖症状なし。 18:30
血糖値360mg/dlにて準夜勤務者よりDrコールされ、経過観察となる。
１日３回血糖測定をしている患者の昼食前の血糖測定を実施しなかった 昼食後の薬を配り（チー チームの薬を１人の看護師が配った事 受け持ち患者の情報把握不足 昼食事の介護で多忙で 内服薬の管理については全て受け持ち看護師の責任下で実施する
ムの分）その他の業務をしており、血糖測定のことを忘れていた
あった
1日３回投与の注射剤を１回施行し忘れ、７時間後に気づいた。
見落とし。患者の状態把握の不十分。
時間で行う処置内容を把握し、業務計画を作成する。
１日３回内服の抗生剤を間違えて、1日2回の抗痙攣剤を準備し、抗生剤を内服する時間に抗痙攣 準備する時の、薬剤名の確認不足。 前日、同患者に投与しており、薬剤にまちがいないと思い 薬の確認を厳重に行なう。 他院より持ちこみの薬は、そのままの薬袋にするか、他のものにする
剤を投与した。(本来11時にいく抗痙攣剤を６時に投与し、抗生剤を投与しなかった)
込んでいた。 抗痙攣剤が他院より持ち込みの薬で、通常の薬袋ではなく、小さい手書きであった 場合は、薬剤が分かりやすいようにし、表示も分かりやすくする。
り、封筒に他のことが印字されていて注意がそちらにいってしまい、確認ができていなかった。 ダ
ブルチェックの時も、抗生剤と思い込んでおり中身の薬剤が違う事に気付かなかった。
１日４回５時、１１時、１７時、２３時に注入しているマクトンオイル１．０ｍｌを１７時に注入しなかっ うっかり忘れ 確認不足（１６時頃に準備しようと思い、他の業務が終了したら行おうと思いそのま 行おうと思った時にすぐに準備をする。 指示シートを業務終了前と休憩前には確認し実施忘れが
た。準夜勤務看護師が気付き医師に報告し２０時に注入した。
ま忘れた。）
ないようにする。
１日ドックと脳ドック併用の方を、脳ドックの結果説明をする前に帰してしまった。診察室から連絡 受診票に「脳ドック結果説明」の項目を書かなかったため、結果説明をしていないことに気づかな 朝の受付時に受診票・実施確認票に必ず「脳ドック結果説明」の項目を書くように徹底する。会計
があり、帰してしまった事に気づき、すぐに自宅に連絡して戻ってきてもらい、結果説明をした。
かった。次の仕事をしながら応対していたため、脳ドックの結果説明が終わったかどうか本人に確 時に受診票をチェックし、受診者にも脳ドックの結果説明が終わったか確認する。
認することを怠ってしまったが、本人が「結果は？」と聞かれた事に対して終わっているものと思い
込み、「報告書で郵送します」と答えてしまった。
1日の日勤でＡ氏のミリステープ・ホクナリンテープ・エンテロノンRを確認し個人用ののカートに納 薬を個人用のカートに収めるときにＢ氏のミリステープが混ざっていることに気が付かなかったこ 内服薬が上がった時には十分名前と薬を確認する。 指示表で内服の種類・何日分等の確認を
める。指示表と内服薬の確認ができていなかった。準夜看護師と内服の確認をおこなう。2日深夜 と。 指示表の確認ができていなかった
行う
看護師よりＡ氏の個人カートの中にＢ氏のミリステープが入っていると指摘される
1日の尿量指示をカルテで確認した後に各勤務の尿量をカルテの記録ではなく尿測シートで確
カルテ確認の動作を怠ったため。
必ずカルテを確認する。（ドクターの指示や看護記録など）
認、計算し、指示に満たないためラシックス1Ａ患者に投与した。しかし、患者は本日バルーン交換
を行なったためカルテの記録と尿測シートの尿量に違いがあり実際の尿量は指示以上ありラシッ
クス投与の必要はなかった。
1日をST1を3本回1に2末梢をkeepしていた患者。ワークシート上1、2本はST1 500ｍｌだったが、3 指示の確認不足。確認方法の不徹底思い込み
確認方法の徹底
本目はＳＴ1 200ｍｌになっており、Ｄｒは1日に1200ｍｌを時間50ｍｌ/ｈにて投与するはずだった。前
日の夜勤者が3本目をST1 500ｍｌを投与すると思い込み、点滴を確認し、一日1500ｍｌを投与す
る速度にてST1をkeepし、日勤者も3本目はST1500ｍｌだと思い込み速度を確認せずに点滴を更
新した。日勤者との申し送りで3本回1と聞き自分も3本目は200ｍｌではなく500ｍｌだと思い込み申
し送りを受けた。その後再度ワークシートを確認し、間違えに気付き（20時には予定量のちょうど
1200ｍｌの投与を終えていた）点滴をやめＤｒに報告した。幸い患者は間違った速度で末梢をｋｅｅｐ
されていても、呼吸状態及び血行動態に影響する事なく経過する事が出来た。
１日一回胃ろうよりラコール注入を１日二回注入してしまう。（一回ラコール１００ｃｃさ湯１００ｃｃ）
当日より胃ろう注入開始となり、カーデックスを確認するも思い込みより二回注入してしまう。
確認を十分に行う。
１日分の薬を箱にセットし配薬した。朝食前のベイスンは内服確認する。朝食後の内服がされてお 朝食後の薬は８種類あり患者は内服内容は認識されていなかった。いつも間違えずに内服する 毎回配薬に変更し毎回確認する。患者に再度薬の種類、数を説明する。
らず２回促す。その後患者より箱に昼食前のベイスンがないとナースコールあり。ベイスンを朝食 が、２回促しても内服していなかったため毎回配薬をするか患者に手渡しで内服を確認するべき
後に内服をしたことを空の容器より発見する。
であった。
１日与薬の患者が昼の薬を服用していなかった。
１日の与薬の患者は、声かけをしたり、服用を見守り、また空の薬袋などで確認をする。しかし、そ 検温の時間に薬の服用についても必ず聞いていくようにする。
れを怠った。
１日与薬を行なっている患者。夕食後内服薬を確認すると、朝の分を誤って内服しているのを発見 入院期間の短期化に伴い、できるだけ自己管理を行なってもらうようにしている。しかし、現状とし 内服薬の管理について、各病棟で再度「自己管理の基準」を明確にしてもらうように検討しても
する。朝の内服薬の中には、ラシックス２０ｍｇ１錠が入っており、当日は２０ｍｇ３錠内服したこと て内服薬の管理について、「一日与薬（自己管理）」「毎回与薬」の判断基準が曖昧である。
らっている。
になった。腹水の貯留あり、当日は腹水穿刺を行なっていた。血圧もやや低めで経過していた。
１泊２日の患者の退院時に、同姓の患者がいた為、間違えて別の同姓患者の診察券を渡してしま
う。患者は、他の患者の診察券を持ち退院計算に会計まで行き清算された。後日、間違いで有る
事に、患者が気づき病院に届け出られた。
１泊ドックで血糖負荷検査は通常１日目に施行するが、今回は他の検査との関係で２日目に実施
する。 負荷前の血糖検査の採血をせずに実施してしまう。検査室より指摘される。
１病棟でのビデオが終わり、１階に片付けに行こうとした時、患者が１人でドアの内側に取り残され
ていた。
1病棟で夜勤者より日勤者に申し送りをする。2同時に毎日注射処置など備えるのだがそのときに
限ってなにもしていなくてほかの場所においてあるのを知らなかった。3午後になってほかの看護
師が置いてある注射液に気づき発見する。4注射液は朝夕の注入予定のため午後の1：00注入
夕方6：00にも注入し尿量の変化もなくよかった。
1包につき錠剤6錠分をつぶし、全7包（42錠分）となる処方が出ており、調剤して監査を経て病棟
に支給した。その後、病棟より7包のうち5包から薬がこぼれてくるとの連絡を受け回収した。

１ 診察券を手渡した看護師は、休日明けで同姓患者がいることを、認識していなかった。 ２ 診 １ 勤務に入る時は、同姓患者の有無を確認し認識する。 ２ 患者様に、診察券の返却時は、必
察券を渡す時に、フルネームで患者名を呼んで確認していなかった。
ずフルネームで呼び、患者の目でも確認して戴く。
前日の採血者が翌日の採血管をかたずける。前日のリーダーが採血ありの申し送りをしなかっ
た。 当日リーダーがチェックを怠り確認しなかった。
人数確認をしっかりやる必要があった。
業務、労働体制上の問題点

１泊ドックで１日目に他の検査がある場合は、血液検査全てを２日目に実施することにした。
誘導時、帰院時の人員確認を必ず行う。
申し送りがすんだあとに全体にしっかり申し送りされているか確認してから仕事にとりかかる。あわ
てないで冷静に判断することが大切。

薬包紙のヒートシールされているはずの部分が完全シールされていなかった。分包機のヒーター 散剤を監査する時に散剤がこぼれてこないか、確認を徹底する。さらにヒーター部分は毎日掃除
部分に散剤が付着したり、散剤自身が分包の際に舞い上がってシールされる部分に付着し、シー の時に整備点検する。
ルが不完全になるなどの原因が考えられた。
１包化の指示がある処方で１日３回３０日分の全９０包の調剤を、６０包しかなくそのまま監査台を 忙しい時間帯で、他の事で気が散乱しており、分包の中身の確認だけで、全体数の確認がされな 投薬する前に全包数を確認すること。
とおり 投薬してしまった。
かった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
１本目の点滴が落ちきっており、ルートつまりかけていた。慌てて、アミノフリードをつなぎ返るも落 薬剤師によっていつもは貫通されていたが今回の場合は混注する薬剤がなかったため、外袋から 貫通されているかどうか確認を行う。 ダブルチェックを行う。 アミノフリードは安定性があるた
下せず、ヘパロックしてルートを通すと点滴は落下した。 アミノフリードをつなぎ帰る際、外袋から 出した状態で貫通されていなかった。 確認を怠った。
め、外袋から出した時点て薬剤師が貫通させるという決まりにする。
出ていた為貫通させてあるものと思い込み貫通させずに点滴を行ってしまった。 次の勤務の看
護師が発見した。
1例目の手術が退室した直後で同じ部屋で2例目の手術の準備をしていた。そこへ突然病棟より車 情報の交換不足。
2例目以降の手術出しの連絡は、手術室の準備が出来てから医師と病棟に連絡することを徹底す
椅子で次の手術予定の患者が来られた。突然のことで患者さまに不安を抱かせたかと心配だっ
る。
た。病棟へは主治医より前投薬の連絡をしていたことは知っていたが、他の医師が手術出しの連
絡を病棟看護師へしたことは、手術室の看護師は知らなかった。
２，３日目から歩行し始めていたが、昨日の深夜帯に髄液漏があり、ベッドアップ禁止で床上安静 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 医師と看護師の設定の仕方に違いがあったた ・設定や量が変更になったときは、ダブルチェックが不要であっても他 スタッフと確認する。 ・医
になっている。本日、主治医がベッドアップし髄液漏の有無を観察、３５分したところで髄液漏によ めに起こったものと思われる。
師と設定について確認する
りベッドをフラットのもどし、スパイナルドレナージ挿入となる。±0ｃｍH2Oでの固定。挿入後、10ｍｌ
/３時間で医師コールの指示が出ていたが、クランプを開放した時間を医師に確認してもリーダー
に確認しても分からず、１５時に排液量を測定したところ、20ｍｌであった。16時に再度医師に確認
したところ指示を看護室で書いていた時ということを言われ、13：40に開放したことが判明。その時
に同時に15時に20ｍｌ排液があったことを報告し、医師より現在の排液量を測定し、再度報告にの
指示受け、測定すると16時の時点でトータル40ｍｌの排液であった。その後、医師に報告し、16：10
に+１ｃｍH2Oの固定に変更する。次の勤務者に申し送り後、語ろう会から戻り、準夜の受持ちより
外耳腔で位置確認のランプの高さが違うことを報告される。準夜の受持ちと確認したときには準夜
の受持ちがすでに修正してあった。最初に医師がセットしたままの高さでは赤いランプが外耳腔の
高さではなく、マトレスの上1/3の高さで測定しており、医師がセット後位置を直さずに5時間半近く
経過していた。
２、３日前から左手首の腫脹と痛みがあり、家族に連絡をせず整形外科に受診した。 結果、手根 入院中の患者の状態について、家族に説明することを怠った。
入院中の病状や身体の変化時には、家族に必ず一報することを徹底する。 主治医からも、患者
骨裂剥離骨折と判明したため、アルフェンスシーネ固定となった。 夕方家族が面会に来て、シー
及び家族に対して紙面で説明し、承諾等確認してもらうことを徹底する。
ネ固定を見て「説明が無い」「なぜこうなったか」「院長に一言言いたい」との苦情があった。 経緯
を整理して、院長から家族に説明を行った。
２、３日前から左手首の腫脹と痛みがあり、家族に連絡をせず整形外科に受診した。 結果、手根 入院中の患者の状態について、家族に説明することを怠った。
入院中の病状や身体の変化時には、家族に必ず一報することを徹底する。 主治医からも、患者
骨裂剥離骨折と判明したため、アルフェンスシーネ固定となった。 夕方家族が面会に来て、シー
及び家族に対して紙面で説明し、承諾等確認してもらうことを徹底する。
ネ固定を見て「説明が無い」「なぜこうなったか」「院長に一言言いたい」との苦情があった。 経緯
を整理して、院長から家族に説明を行った。
２：００ Ａ患者よりＮＳコールあり、ポータブルトイレ介助を行う。その時、同室のＢ患者のポータブ ポータブルトイレをサイドテーブルにおきっぱなしにしたこと。
当該患者については、スタッフ全員で情報を共有しており、対応策も取られていたが、その対策が
ルトイレ介助を行う。その後、Ｂ患者のポータブルトイレをベットサイドの置きっぱなしにした。 ３：
徹底されていなかったので、再度、使用後のポータブルトイレを片付けること、巡視時に片付けて
５０ Ｂ患者よりナースコール、Ｃ看護師が訪室すると、ベットでふとんをかぶり横になっていたが、
いないことに気づく機会があったことを指摘し、再教育した。
ポータブルトイレ使用後ベットに戻る時ポータブルトイレと側にあったサイドテーブルとの間で転倒
し両肩を打ったとのこと。軽度の痛みを訴えたが、腕・肩共に問題なく、腫脹・発赤・外傷もなかっ
た。
2:00頃、訪室時、排泄後ﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞで倒れている患者を発見。（ゴミ箱で頭部を打ったと話す。出血 ベットサイド周辺の環境整備が十分出来ていない。
転倒・転落スケールを評価して、その患者のレベルに応じた予防策の検討。ベット周辺の環境整
などなし）
備
２：１０頃尿失禁し、そのまま朝まで不眠で過ごされ、病棟内を大きな声で話をしていた。他患者よ この患者は以前に比べて、多弁・多動になっていた。また、２日間ほど不眠状態であった。観察が 観察を十分にし、不穏状態が続く患者に対しては早めの対処を行う。
り注意されたところ、「ここには居られない」といい、６：２０頃病棟を出て玄関ロビーまで行ってし
不十分であった。
まった。玄関にはまだ鍵がかかっていたため、説明にて病棟に戻る。
２：１５頃巡視時、病室入り口に横になっている患者を発見。「誰にも騙されないぞ」などの発語あり 医師を含めた医療ﾁｰﾑとしての関わりが不足。
転倒ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討。医師を含めた医療ﾁｰﾑ全体で観察
表情険しい。一人暮らしで肝腫瘍のターミナル状態の患者さんで、IVHの自己抜去などの不穏行
出来ような協力体制の整備。危険度ﾏｰｸを付け、職員のリスク意識を高める。
動が見られている。
２：３０ 同室の患者よりナースコールあり、Ａ患者が同室患者に大声で話し掛けている。意味不明 この患者は日頃から不穏時の危険行動が見られベット柵を紐で固定しても自分で解いてしまう事 不穏患者の場合の車椅子乗車中の体位を工夫する。 忙しい時間帯でも、患者を目の届く範囲に
の言動あり、その後も入眠しそうにないため、同室者の睡眠を妨げると思い、車椅子に乗車させ も多々あり、患者の状況を十分把握していなかったこと。 患者を目の届かない位置で長時間一 置くよう患者を一緒に移動するなどの対策を講ずる。
ナースステーション移動。しかし、他人を見ると誰にでも大声で話掛けるため“他人が見えない場 人にしたこと。
所へ”と思いデイルーム移動。その後話さなくなり、座位姿勢もとれていたためそのまま様子を見
ながら巡視やＮＳコール対応を行っていた。４：００ オムツ交換にためＡ患者を病室に戻そうとす
るとやはり大声で話し掛けてくるため、同じ状態でも大丈夫だろうと判断し、そのまま他患者のオム
ツ交換を始めた。４：３０ もう一度様子を見に行くと変わりなく、病室へ戻せないと判断し、そのま
ま仕事を続けた。５：００ 経管栄養の作業中、他のチーム担当の看護師よりＡ患者が床に倒れて
いると報告を受けたので、デイルームにいくと車椅子前方に置いてあるテーブルに下の床に倒れ
ている患者を発見した。意識レベル変化なし、疼痛・外傷・皮下出血なし、四肢の動きも以前と変
わらず、ＢＰ＝１４６／８４ Ｐ＝７２ 苦痛表情なく、笑顔で話し掛けてくるため再び車椅子に乗せ、
ベルト固定しそのまま様子をみることにした。６：３０ 同室患者が起床したためベットへ戻す。７：３
０ 当直医が巡回に来たため、患者が床に倒れていた旨を説明し、診察してもらった。診察の結果
は異常なく経過観察となった。
2:30頃、他患者の体位変換をしているとき、家族より「ﾍﾞｯﾄの下が濡れている」との報告を受けた。 点滴接続時の基本の基本が守れてない。腰痛など体調不良で２～３日休んだ後の事故である。 点滴ﾙｰﾄからの接続後、点滴ｸﾚﾝﾒを開放する。当事者本人と面談し、何故こんな初歩的な事が起
22:00のｸﾞﾘｾｵｰﾙ２００ｍｌの空ﾎﾞﾄﾙが下がっていたが、本体側管に翼状針のｷｬｯﾌﾟがはまったまま
きてしまったのか検討。
で、接続されてなかったので、ｸﾞﾘｾｵｰﾙによる床の汚染と推察される。
２：４０廊下で物音がするので確認すると、患者が廊下に座り込んでいるのを発見した。外傷なく ナースステーションのドアが閉っており、物音に気付くのが遅かった。ミトンの抑制があまかった。 排尿時間を把握して誘導していく。観察し易いよう、環境・部屋を考慮する。
あーあーと発声される。トイレの問いにうなずかれるため誘導、介助する。その後ベッドに戻り入眠
される。打撲痛なし。
２：５０頃ナースコールがあり訪室、介助でポータブルトイレの降ろし座らせた。排泄時間が長い為 ナースコールを押してくれると信じて間の２０分という時間が経過していた。トイレ中である事は認 ナースコールの説明を行い、十分に理解できる患者であったため、の安心感があったが、自力で
ベットサイドにナースコールを置き患者が押すことができるのを確認し、終了したらナースコールを 識していたが、夜勤時間帯であり、目が行き届かなかったこと
行動したい患者の場合、対策の立て様がないのではないだろうか。
押す様説明する。 ３：００の巡視ではポータブルトイレに座っていた。３時１０分コールが鳴り訪
室、患者がポータブルトイレの前に尻餅をつき、手は移動カバーにあった。下着上がっておらず大
腿のところにあった。 介助でベットに戻す。
２・３日前より３８度の発熱をしており倦怠感もつよくぐったりしていた 主治医よりサクシゾン３００ 主治医に確認しなかった 指示簿で確認しなかった 処方の書き方を見て思い込んでしまった 必ず主治医より指示受ける 思いこまず確認する 日勤帯に責任をもって指示受ける 電話で呼
mlＳＳ１００の指示があったと深夜勤の看護師より報告があった 休日の朝でありナースコール 処方箋に頓用の記載がなかった
んでもらう
呼ばれ対応をしていた 主治医と話せずテーブルの上に薬品と処方箋がおいてあった その後
それに気付きカルテと合わせたところサクシゾン３００mlＳＳ１００の２回と記載されてあり
同じ
ページに頓用の処方で別処方があったがそれは○回分との記載があった為本日は１０時１６時と
施行するものと思いこみ指示簿を確認せず施行してしまった
20%アルブミン50ml 2本/日（24日より1日1本ー29日まで）と書かれた指示の（ ）内の記載を確認 隔日で行うと思い込んでしまった。薬品を準備する際、２名の看護師で声を出して確認したが、（ 翌日、主治医に報告。翌日は投与を実施せず、翌々日から１本づつ実施することとなった。他の業
せず、2本投与してしまう。翌日薬局で準備された薬品を見て気付く。
）内の指示を見落としてしまった。決められた確認方法で行ったが、他の業務をやりながらの確認 務をやりながらの確認ではなく、1つ1つこなすような習慣をつける。
であった。
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具体的内容
２０％イントラリポス１００ｍｌを午前２時に時間１０ｍｌでシリンジポンプで追加与薬する予定が、実
施しなかった。
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背景・要因
深夜業務で準夜より、日中より２０％イントラリポス１００ｍｌを時間１０ｍｌで投与しており、深夜２時
ごろに点滴がなくなる為、追加するよう申し送りを受けた。申し送りで追加するように言われていた
ことを意識できておらず、点滴が終了した時点でそのままシリンジポンプから外し、追加せず終了
してしまった。患者の全身状態とそこからイントラポリスが投与されている目的も理解していなかっ
た為、追加することを意識できていなかった。また、イントラリポスの実施方法、患者に適した量を
把握できていなかった。自分が患者を担当するまでにイントラリポスがどのくらい投与され、残りど
のくらいであるのか、追加する量はどのくらいであるのか把握できていなかった。

２０：００にカディアンを２錠投与するべきところ、１錠だけ投与した。記録をしている時（２４：００頃） 看護師の情報収集不足。麻薬の重要性･疼痛コントロールについて把握不足。与薬時の確認不
カルテを確認し、間違いに気が付いた。
足。
20:00に内服指示のオキシコンチンを夕食後に投薬し、患者は18：30頃服用した。17：30頃ナース 投薬カートの夕食後薬のケースに時間を記載して準備されていた。
コールでオキシコンチンを希望され、投薬時間を間違えたことが発覚した。
20：00頃に患者がベッドの下に右側臥位で横たわっている所を他のスタッフが発見し、夜勤ラウン ベッド柵の位置確認が患者の動作を予測すればなかった事故。
ド中看護師に知らせあり訪室した。ベッド柵はされていたが、患者から右側の柵が1つしかされて
なかった。どこか打っている部位や痛みに問いかけると「頭」とあり手でさすり示す。他はないとし
た返答うなずきあり。バイタルＢｐ130台、瞳孔2.5/2.5不同なし、対光反射良し、レベル低下認め
ず。当直医師へ患者への問いかけに返答、意識あること報告し、レベル低下異常あれば報告、経
過観察の指示あった。管理師長にも連絡報告した。ベッド柵の位置確認が患者の動作を予測すれ
ばなかった事故。夜間経過転倒後、ラウンド時おむつ交換時の反応から痛み、気分不快、Ｂｐ変
動なく意識はしっかりしていた。通常いつも坐位をとれてあり、気にしながらラウンドを行っていた
が細やかな観察がかけていた。患者の筋肉状態ＡＤＬの行動範囲の判断の弱さ、マニュアルに
そっての確認もきちんとするように今後の自分の知識や予測不足の甘さを改善していく必要が大
きい。慣れにならないよう行動できるよう身につけていくようにひきしめる。
２０：００頃より、点滴ｽﾀﾝﾄﾞを持ちウロウロしていた。0:30頃、付き添っていた妻が眠剤が欲しいと 転倒・転落の予防策などは実施していたが、妻が看護室に眠剤を貰いに来ている間に転落してし
看護室の来ている間にベット柵を乗り越え転落。訪室時は、ベットに臥床していた。「タバコを吸い まった。タバコを吸いたいという患者の気持ちがくみ取れなかった。
に行きたかった」と。今回で２度目の転倒・転落。
20:01観察時、ベットサイドの床に寝ている患者を発見。意識レベル変化なし。
認知障害あり、自分でいつの間にふらつきながらもﾄｲﾚに行こうとする行動あり、目が離せない。

改善策
患者の全身状態とそこからどんな治療・看護が実施されているのかを把握できていないことで、実
施すべきことを考えながら行動できていない。事前に患者の全体像をとらえ、そこから何を実施す
る必要があるのかを認識する必要がある。追加投与するものがあれば、現在はどのくらい投与さ
れ、追加分はどのくらいかきちんと把握し、終了する時間も意識していく必要がある。申し送られた
内容を自分で忘れないようにする為、申し送りで大切な事項は色で記入したりわかりやすく自分の
シートに記載し、時間や内容を記入する必要がある。また申し送りの後すぐに、フリーナースにも
追加内容、事項を伝えることで、自分がその時間に実施できない場合でも、フリーナースに実施し
てもらうこともできる為声かけすることが必要である。追加の物がある際は、残量がどのくらいかを
すぐに確認し、追加時間も考えることで意識が高まると思う。点滴表の確認も確実に行い、情報の
拾い忘れもないようにする。
患者情報を確実に収集する。与薬時の確認を必ず３回実施する。
夕食後薬のケースには入れないことで検討した。
患者の筋肉状態ＡＤＬの行動範囲の判断の弱さ、マニュアルにそっての確認もきちんとするように
今後の自分の知識や予測不足の甘さを改善していく必要が大きい。慣れにならないよう行動でき
るよう身につけていくようにひきしめる。

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにかけ、ﾁｰﾑで対策を検討（患者さんの行動ﾊﾟﾀｰﾝを掴み、対応する。ﾍﾞｯﾄ周辺の環境
整備。喫煙時間の設定など）。
転倒転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。（ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整
備・ﾄﾞｱを開け頻回の観察）
与薬時は、トレーから取り出し、患者に渡すときに必ず、患者名と薬名を確認する。.

２０：２０ 個室入室中の患者に就寝前薬（睡眠導入剤）与薬に訪室して会話しながら配薬トレイか 自モジュールの就寝前薬を与薬に廻っている途中で、別の個室の患者の便失禁のケアが入り、
ら取り出して与薬するが、直後他患者の薬を誤って与薬してしまったことに気づいた。
一旦、トレイを看護室に置いた。その別の患者は点滴も控えていたので、そのケアと他の複数の
患者の２０：００の 就寝前薬与薬が重なり、慌てた。／確認が不十分であった。慌てていた。作業
が中断した。夜勤だった。
２０：３０に眠剤服用するが、覚醒状態良好にて車椅子上で経過を見ていた。２１：３０、トイレ誘導 食堂自席の職員が観察できる範囲であったが間に合わなかった。看護室内での観察をすればよ 医師より抑制の指示を受ける。担当医へ状態報告を申し送る。夜勤帯での転倒が多く、対策が早
した際、かなり入眠状態が強くなってきていたがふらつきながら、徘徊しようとするため、再度車椅 かったかもしれない。
急に必要と思われる。
子上で経過を見ていた。すると、患者自ら、上半身を反り返し、車椅子ごと真後ろに転倒。擦過傷
が頭部にありＤｒ診察を受ける。
２０：４０に嘔吐にて胃管カテーテル挿入される。意識レベルクリアーであり、抜去しない様に話すと 意識レベルがクリアーであったため安心していた。
高齢な患者は意識レベルがクリアーでも慣れないラインが入った時は、頻回に訪室して観察する。
うなずき、訪室時も体動なく、静かにしていた為、抑制せず様子を見ていた。２１：４０訪室すると、
胃管カテーテルを握り抜きかけていた。
２０：４０分にシリンジポンプで注入していた薬剤の更新を休憩に入るため他の看護師に依頼した。 ・更新前後の確認不足 ・依頼者と受けた看護師間の連携不足
・確認行為の徹底 ・作業中断時の注意喚起
依頼された看護師は他の不穏患者の対応をしながら更新業務を行い、休憩から戻った受け持ち
看護師にバトンタッチした。受け持ち看護師は他の患者のケアーにあたったため注入状態の確認
をせず２１：３０分に別の看護師よりシリンジポンプ側の３方活栓がＯＦＦになったままであることを
指摘された。
２０：４０分頃患者がポータブルトイレへ移動時に転倒する。同室者よりナースコールある。右大腿 脳梗塞後の状態であり、５日前より自力でポータブルトイレへ移動できていた。少し慣れた頃で注 当直医が主治医であったので、直ぐ報告する。翌日ＸーＰ施行・科長に報告する。ポータブルトイレ
部を 打撲と擦過傷あるが起立も出来、屈曲も可能なため患部消毒しガーゼ保護とした。
意不足 であった。
使用時。 にはコールしてもらうように説明し、位置等を調整する。
２０：４５ 患者様が末梢ラインを自己抜去している所を発見した。（もともとＭＳコンテン服用、透析 観察不足
１５分おきの観察でも防げなかったので抑制も考慮する。 家族に協力依頼をして付き添っていた
施行患者で、危険因子高く頻回（１５ー３０分毎）に訪床していたが自己抜去されてしまった。
だき精神的慰安を図る。
2004.11.25の準夜帯で、患者に鎮痛剤として坐薬を投与するときに、現在の鎮痛時の指示（ﾎﾞﾙﾀﾚ 鎮痛剤の指示が曖昧だったが、以前ﾚﾍﾟﾀﾝを使用していたことから現在も投与してもよいと思い込 投薬する際には薬袋だけでなく、現在の指示を確認してから投与する事。 慌てている時には思
ﾝ坐薬）とはちがう、以前使用していた種類の鎮痛剤（ﾚﾍﾟﾀﾝ坐薬）を投与した。医師に報告したとこ んで、坐薬を選択して投与したため。
い込みやすい傾向にあるので、落ち着いて確認する事。現在使用していない薬については中止薬
ろ、これまで使用していた薬剤であり、使用により血圧低下等の症状が出現した経過が無いため
の場所に保管すること。
問題ないと思われるとのこと。その後血圧測定したが、血圧低下みられず、患者に実害はなかっ
た。
○月２日、小児科の医師から「前月○月２６日に撮影した双子のレントゲン写真のＩＤ番号が全く同 ・双子以上の場合の業務手順、チェックの仕組みの問題点
・数字マーク（ＩＤ）をフィルムに写しこむよう徹底した。またフィルム処理の時の確認作業を徹底す
じなので、どちらが一子なのか二子なのかわからない」と放射線科技師に指摘があった。ＩＤ番号
るようにした。
はフィルムに写し込まれていず、袋のＩＤ番号が同じになってしまっていた。
20ｍｌ/Ｈでセットした輸液が開始されていた。１７時から２時間ごとに輸液ポンプの確認をしていた 輸液ポンプのチューブクランプにきちんとセットされていなかった。 作動確認時、輸液を残量を意 ポンプ、シリンジのマニュアル作成と定期指導。 輸液が入らなければアラームが鳴る機種の設
が、積算も増えていて、画面も20となっていた。特にアラームも鳴らなかった。１時30分に深夜の看 識しなかった。 輸液が入っていないのにアラームが鳴らない。
置。
護師に交替し、点滴ボトルの残量が多い事に気づき、確認し、ポンプへのチュｰブセット不備が発
覚した。
20時,レスピレーターの加湿器の蒸留水の残りが少ないことに気付いていたが忘れていた.準夜、 20時の時点で蒸留水の残量を確認しておきながら、後で変えようと思い忘れていた。頭で思うだけ 加湿の目的、意味をもう一度勉強し理解する。全身の観察、吸引の時などレスピレーターを確認
深夜のダブルチェック時、加湿器の蒸留水の残量がないことを指摘される。発見時、蒸留水のボト で何かに書き残したり,準備などすることもしなかったために忘れてしまった。また、加湿器の目
する時には加湿がきちんとされているのか加湿器の温度、蒸留水の量、回路の水滴・暖かさまで
ルだけでなく、加湿器の中まで空の状態であった.また、加湿器は自動OFFとなっていた。
的、重要さをきちんと理解していなかったことから起こった。
きちんと確認する。また、蒸留水が少なくなっていると気付いたら、自分が必ず忘れないような場
所にメモを置いておいたり,気付いた時点で蒸留水を準備しておく。レスピレーターのチェック表を
活用し,二時間おきにチェックするようにする。
２０時、患者よりナースコールがあり訪室すると、患者は「ここが何か変。」と言いベッド柵をさわっ 患者はＩＶＨルートに留意することなくベッド上で自由に体位変換していたため、体の下に敷きこん ＩＶＨ接続部確認は各勤務の業務として定着するように治療・看護ケア計画書の処置欄に記載す
ていた。見ると、シーツは血液と輸液で汚染し、床にも血液が滴下していた。ＩＶＨの接続部がはず だり引っ張られたりして、接続部が徐々に緩み外れたと思われる。 接続部の確認は各勤務で行 る。
れ、血液が逆流していた。
うようにしているが、確認していなかった。
２０時、他スタッフより患者が廊下で倒れていると報告有り。患者に外傷はなく、気分不快等見られ 歩行状態が悪く、前傾姿勢であった上に、本日レクリエーションに参加し疲労もあったため、足が ・患者が何かする際は時間を決めて、一緒に行う。 ・移動時は必ずナースコールを押すよう必要
ず。患者は、足がもつれて倒れたと。動く際はナースコール押すように伝え、一度退室するが、そ もつれやすくなっていた。
性を伝える。 ・動かない物につかまりながら移動してもらうよう指導する。
の２０分後、自室にて「看護婦さーん」と呼んでおり、訪室すると床に倒れている。床にしゃがんで
衣装ケースを見ていたが、後ろに倒れて後頭部をうったとのこと。外傷なし。Bp=108/60mmHg
P=66回/分 気分不快なし。 その後眠剤内服し、以後入眠される
２０時１５分廊下で転倒している所を発見する。外傷・腫脹なし。頭部・腰部打撲したと本人より報 痴呆あり。大声をあげ叫ぶこと多く、心療科の薬を内服中。また脳梗塞後遺症で右不全麻痺あり。 頻回に訪室するとともに、ベットで臥床時もウーゴをつけるなどして行動を把握し、動き出す前に危
告あり。バイタルサイン著変なし。主治医へ報告し当直医へ診察依頼する。経過観察となる。
１人で歩こうとするも浮遊感強かった。
険を回避できるようにする。
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具体的内容
背景・要因
改善策
２０時２０分頃CVラインの三方活栓と延長チューブのロック付きの部分がはずれて約２００ml出血 全ルートを目できちんと確認したが，三方活栓等の各接続部の締まり具合の状態までは確認して ライン類はつながっているかどうかだけでなく，患者の動きを考えて，きちんと締まり具合まで確認
していた．１７時の検温の際，１９時半の時もルートに沿って確認したがはずれていなかった．患者 いなかった． 体動の激しい患者であったため，外れる可能性をふまえて頻回な確認が必要で
して，絶対に外れにくくする必要があった． 頻回の確認も必要．
はわりと体動が激しかった．医師に点滴の速度を速める指示をもらったが以後も血圧は安定して あった，
いた．
２０時２５分患者より「針が抜けた」と訴えあり。看護師気付き点検する。静脈側抜針確認し、圧迫 抜針事故前に血管痛の訴えで針を若干抜いた際、使用中のテープをそのまま使用した事が今回 太い優希判のテープを使用し回路固定をする。テープの再使用をせずに、新しいものを使用す
止血・回路クランプ・血液ポンプ停止し、臨床工学技士へ報告。返血時間２０時２７分の為、動脈と の抜針事故につながったものと思われる。
る。
静脈回路をつなぎ換え手動で返血開始した。
２０時３０分、患者が眠前薬服用のためデイルームに来た。本人と名前を確認して配薬トレイより 薬を取り出すとき、ラキソベロン液がトレイに入っており、薬袋及び名札が見えにくかった。 思い 薬袋に明示されている患者の名前をフルネームで最後まで確認することを指導した。 薬札の名
本人の薬を取り出し、内服してもらった。再度、確認のため薬袋の中身を確認すると、他の患者の 込みもあった。
前を上方に明示するよう改善した。
薬であった。すぐに当直医師に連絡し指示を受けた。医師からは内服薬追加の指示があり、内服
させた。患者のバイタルサイン安定、訴えなし、２２時には入眠していた。
２０時３０分頃、点滴の点滴残量は４００ｍｌあった。（６０ｍｌ／ｈｒで滴下） ２１時５０分頃、他看護師 ・痴呆症状あり、認識力に問題あり。 ・「点滴は速くならないか。抜いてもらえないか。」の言動多 インスリン混入のある点滴は、輸液ポンプを使用する。
がトイレ誘導の際、点滴がなくなっていることに気付く。 点滴内にインスリン混入しており、約２時 くみられ注意要す。 ・必要時、輸液ポンプ使用する。 ・点滴の必要性を分かりやすい言葉で説
間で滴下したため主治医に連絡する。 その結果、（血糖３９１ 自覚症状なし）様子観察となる。 明し、安楽な体位での滴下を工夫する。
患者がクレンメを触ったかどうかは、本人に確認したところ覚えていないとのこと。
２０時４０分にナースコールがあり、当該助産師が訪室したところ、６人部屋の端のベッドに入院中 急激な血圧上昇によるめまいが要因として考えられる。（医師のコメント）本日は昼間に普段より 排便時、ナースコールしてもらう。めまい時は差し込み便器を使用した。気分不良時は、すぐに
の当該患者がベッド左横のプラスティック製ポータブルトイレに向かってひざまづいていた。患者 活動量が多く疲労があったのかもしれない。
ナースコールするよう再度説明した。
は「トイレ（便）をしようとしたらフラーとして倒れた。ベッドの端かトイレのふたで胸を打ったみた
い。」と訴えた。当該患者は血液疾患を持っていたが、今回脳梗塞の治療目的で入院後１２日目で
あった。調子が良いときにはトイレ歩行もできるようになっていた。発見直後の血圧は拡張期１７８
mmHg収縮期９４mmHgと上昇していた。前胸部は外見上異常は認めなかった。
２０時５５分、廊下を挟んだ向側の病室前の廊下で横になっているところを、他患者家族が発見し 手術後４日目で体力低下していた。 手術後、脳梗塞の疑いあり、見当識障害が見られていた。 手術後の患者が入床している個室と交代する。 徘徊・離床報知器の導入。 家族に状況の説明
通報。患者は、着替えを取ろうとしていたと話す。転倒の状況は不明。
ナースコールは枕元に置いてあったが、使用していない。 ６床室の窓際より廊下側のほうが看護 を行い、転落・転倒のハイリスク状態であることを理解してもらう。 状況によっては家族に付き添
師の目が届きやすいと考え３ベッドに入床させていたため、廊下に出て行った可能性は高い。
いを依頼する。
２０時５分頃違う部屋で処置中ものすごい鈍い音あり、廊下に出ると倒れている患者発見。すぐに 食事摂取困難で高カロリー輸液を長く行っている患者で、化学療法を行い体力低下していて日中 転倒後、本人の動揺と眩暈が強く出現したことで、本人も危険性を理解しナースコールで呼ぶこと
声かけするが、視点合わずピクつきあり、医師・看護師呼ぶ。口角より流血あり、よく見るとした口 も臥床がちだったため筋力低下も大きいと思われる。デュロテップとあわせＡＮＰも使用しており、Ｔ を指導し、看護師つきでトイレに行くようにしていった。アセスメントシート上は９点であったが、麻
唇切創あり。ストレッチャーで処置室へ搬送する。医師の指示のもとＣＴ予約。処置室に戻った頃 Ｓー１の内服中であることからも、疾患からくる影響のほかにも治療から来る侵襲も大きいと思わ 薬、鎮静剤、化学療法を行っている中、点数を見直し注意して行く事で今後の予防をはかりたいと
には意識戻っているがどうしてこうなったのか記憶なく、同じことを何度も繰り返し聞いていた。そ れる。トイレは自力でいける人だったが、点滴＋ポンプがついているためトイレに行くときにはス
思う。
の都度答えて安心できるよう促していった。その他外傷、痛みの訴えなく口唇は圧迫止血し、ガー ムーズとはいえなかったかもしれない。
ゼで保護し様子見る。本日は処置室で休むこと説明し、了解を得て観察していった。
20時ごろ、眠剤希望があり、21時に渡しますと告げたが、同室者の患者よりマイスリー５mg1錠もら 自分の薬を他人へ授受していけないことを患者教育していなかった。特に長期療養患者への教育 患者両方へ薬の授受をしないこと。他人よりもらった薬は飲まないことなど、伝える。
い、21時に内服していた。指示薬が同じであり、誤薬へは至らなかった。
を徹底されていなかった。
20時ごろより大声を出されていた。21時(消灯時）便失禁あり、交換して入眠される。以後大声を出 精神状態が不安定な方の十分な見守りが出来ていなかった。
密な観察、見守りを行い、本人からの訴えをしっかりと聞く。
しており、21：10訪室すると他患者より‘椅子を投げて窓を割った‘と聞く。みると椅子があちこちの
転がり、ガラスがわれていた。
２０時にNST装着の指示があることを確認不足のため、施行しなかった。装着を忘れてしまった。 指示が出ているのに確認不足だった。 当事者以外の確認する機構が無かった。
指示を確認し施行できるようにワークシートを確認する。 ワークシートを分かりやすく色を変える
などしておく。
20時にオキシコンチンを与薬に訪室すると患者より内服するからとテーブルに置いて欲しいと言わ 麻薬であり原則は確認与薬であったが意識障害がないと判断し確認を怠ってしまった。日中オプ 確認与薬の徹底
れ置く。21時に訪室すると患者は就寝中。テーブルの上にはオキシコンチンは見あたらず、内服し ソを内服しており疼痛コントロールが良好にて患者は痛くなったら飲めばいいと認識されていた。
たと思い患者様には、確認しなかった。
説明と理解の確認が不十分であった。
２０時に睡眠導入剤を服用して休まれたが２１時に患者の希望で処置室に休んでいただいた。２１ 観察不足 説明不足
睡眠導入剤を飲まれてた患者には用事がある時は呼んでいただくように説明する。
時５０分に排泄のため処置室内のトイレに移動途中、脱衣篭があったのをイスと見間違え座ったと
ころ転倒してしまった。
２０時に点滴（注射：生食２０ｍｌ＋ガスター１Ａ）を行うため訪室すると、末梢ラインの延長チューブ 観察不足
必要時は抑制も考える。 家族の方に協力してもらい傍で見守り精神的慰安を図る。
部分がひきちぎられており、閉塞していた。
20時に投薬予定の抗生剤の実施を忘れた
20時頃より、双胎の分娩の為、分娩室に待機していた。
投薬が、あることを分娩室外のスタッフに告げるのを忘れていた
20時に訪室したとき、便失禁をしており、すでに入眠されていたため、オムツ交換をしてから眠前 確認が不十分であった。
一つ一つの行動の後にもう一度必ず確認するようにしていく。
の内服薬を与薬しようと思い、オーバーテーブルの上に薬を置いて便処置をしていたが、処置が
終わってから薬を与薬し忘れ、0:15にナースコールがあり訪室した際に気付いた.
20時のラシックス5mgIVする事を忘れた。
始業時点検の際、メモに必要な指示内容を書き出している時、途中書きのまま違う処置をしてし 指示書は何回も確認する。指示内容を書き出している時は途中書きにしない。
まった。その後、指示を再確認したが見落としメモに書き出さなかった。処置や指示が少なく､勤務
中指示書にはあまり目を通さなかった。
20時の検温に訪室する。時々不隠あり家族の承諾を得て両腕抑制中であった。22時巡視時、バ 不隠状態であった。患者の観察不足。
不隠患者は、チューブ類などは最小限にする。 定期巡視以外の患者観察が必要。必要時は家
ルンカテーテル先端から20cmの所に切れ目があり、カフが抜けてカテーテルは抜去され介護衣の
族へも付き添いの協力依頼をする。
上にあった。出血､血尿はなく紙オムツに尿失禁していた。以後は尿取りパット使用、その後は良く
入眠出来ていた。
２０時の巡回時に咽頭痛の訴えがあった。胃管カテーテルの刺激かもしれないが、今はまだ抜く事 観察不足 説明不足
必要性をしっかり説明する。
が出来ないと説明した。２１時３０分に訪床すると胃管カテーテルが抜かれていた。患者は「まあ、
いらなくて抜いた」と言われた。
20時の麻薬を与薬しに病室へ行った際、患者様が点滴中であり、本人の希望で点滴が後少しで 点滴が終了しかかっていたため、すぐ飲ませられると部屋にそのままにし、抜針後も抜針したまま 麻薬は取り扱いには注意しなくてはいけないもので、患者がしっかり内服したことを確認する。何
終了するので、点滴が終わってからにして欲しいと言われ、麻薬を病室に置いて帰室してしまっ
内服確認しなかった。
事も確認を行っていく。
た。その後、同職種者が部屋へ訪問した際、発見し内服してもらった。
20時頃イブニングケアにて訪室するとIVHを自己抜去していた。主治医へ報告。点滴中止となる。 IVHを自己抜去するリスクについてのカンファランスの記録がないことから、患者状態の把握が不 対策検討中。
出血・IVH残留など危険があったが患者様の変化はなかった。
十分であったと考えられる。
20時前にSpo2 90台前半が見られ、Ｄｒに報告。酸素２Ｌナザーレで開始するよう口頭にて指示が 確認ができていなかった。手順を守らず、5分後チェックが出来ていなかった。
5分後にストップウオッチのアラームをセットし、確実に5分後チェックを行う。口頭指示にて指示を
あった。ナザーレを用意し、患者に説明後流量計を２回まわした。その時点で２Ｌになっていると思
受けた場合は医師にカルテに記入してもらい、再度チェックをおこなうようにする。
い込んでしまっていた。（実際は1.5Lだった）その後、5分後チェックをしておらず、Spo2 98%以上
キープできていたので、流量計の流量を確認していなかった。深夜帯看護師とのダブルチェック時
指摘され、流量が1.5Lということに気が付く。医師報告後経過観察となる。
20時部屋廻りの時に食事前のインシュリン施注を患者に確認したところ「昼だけになった」と夕食 血糖を自己測定しインシュリンも自己注射できており、いつもどおり出来ていると思い込みがあっ 施注前の声かけと施注後の確認を必ず行なう。
前の施注をしていない事に気づく
たので18時に患者に確認しなかった。患者は、本日より血糖測定が昼だけになったのでインシュリ
ンも夕はしなくてよいと勘違いしていた。
２０時与薬のオキシコンチンを病室に持って行き患者と共に２錠であることを確認し内服していた 今まで通りと思い込み、オキシコンチンの規格を確認しなかった。 規格が変わったことを、申し送 マニュアル通りに薬剤の内容、規格、量などをダブルチェックして与薬する。
だく。その後当日よりオキシコンチン５ｍｇから１０ｍｇに規格が変わっていることを深夜看護師から られなかった。 ダブルチェックをしなかった。
指摘され、倍量与薬したことに気付く。患者の変化はなかった。
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具体的内容
２０時哺乳準備のため、調乳表で強化母乳量を確認する。患者の場合、1.5ｇと読め、前日と比べ
増えるなと、思ったが、母乳に混ぜる。Ａ号室で、勤務者と配るとき、ＡさんOOｇなのねと、尋ね調
乳表を確認し配る。２０時哺乳後Ａ号室勤務者が、強化母乳の量のまちがいに気付き、主治医に
報告する。
２０日よりこの患者はセレネース液を0．5mgずつ内服するようになっていた。薬局より希釈され１目
盛ずつ（30ml）内服するようになっていたが、21日の日勤時与薬する際0.25mlしか与薬していな
かった。 ２２日深夜勤務者が、残量が少ないのに気付き、指摘を受け発覚する。 主治医に報
告。本日朝分より正規の量で与薬するようにと指示あり、実施する。

背景・要因
改善策
調乳表に記入されていた文字が、読みにくい。印刷されてある文字と重なって読める。 前日と哺 疑問に思った時には、受け持ち看護師に確認すること。自らカルテ指示確認する。
乳指示量は、変わっていないので、強化母乳量のみ増えることはないが、疑問に思った時に、受
け持ち看護師に確認していない。

・処方箋を全て読んでいなかった。 ・処方した医師が薬局に確認し、「病棟で希釈して内服しても 複写を過信せず、実際の薬袋で確認する。 部屋もちであがってきた内服を確認するので、あ
らうように」と聞いていたため、カルテに、゛水で薄めて与薬”と書かれていたため、希釈するものだ がってきて整理する際の確認を徹底する。 今後、病棟全体で改善策を考えていく。
と思い込んでしまった。 ・薬袋に0.25ｍｌと手書きがしてあり、１ｃｃの注射器 がついていたため、
0.25mlずつと思い込んでしまった。 ・看護オーダーにも゛0.25mlずつ希釈して゛と書いてあったた
め。
２０日準夜帯で手書き処方箋で２１日朝からセロケン１Ｔ／２×Ｎで開始指示あり。準夜看護師が 準夜での処方指示。確認不足。病棟ストック薬での使用。
ダブルチェック（セット時・与薬時）。病棟ストックはできるだけ使用しない。薬局で調剤してもらう。
病棟ストックからセロケン１Ｔ／朝と思いこみ誤って内服をセットした。深夜帯は準夜がセットした朝
処方はできるだけ時間内に
分のセロケン１Ｔを与薬。日勤帯で処方薬があがってきた時点で間違いが発覚。主治医に報告。
主治医より患者に謝罪。血圧、心拍数低下などの副作用の出現はなかった
21：00同室者よりナースコールあり、訪室すると、Ａ氏がベッド側の床に体操座りをしていた。問う 術後の長期臥床による下肢筋力低下。 弾性ストッキング装着していた。 移動時はナースコー 移動時ナースコールするよう指導した。 滑りにくい靴下着用の指導をしていく。
と、トイレに行こうとし靴をはこうとしたら、すべって、ベッドからずり落ちたといわれる。打撲・外傷 ルするように声かけしていなかった。
等なく、痛みなし。他患の往診にきていた内科医師に診察して頂くも、経観でと。
21:30 食堂の電気が消え、誰もいないため消灯時間まで30分余りあったが喫煙室、ドアノブ等確 食堂巡回時喫煙室に人影が無いのを確認したがテーブルのしたにうずくまっていた患者に気づか 巡回時は、丁寧に十分に確認を行なう。
認し食堂入り口ドアを閉じる。22時巡回時ベッドに不在なるもトイレと思い、そのままＮｓ室へ戻る。 なかった。自分の目線上の確認で判断したことが要因と思う。
22:25巡回、再度ベッドに不在にて各トイレ巡回するも不在。食堂に行ってみるとテレビをつけ転寝
をしている患者を発見。自称に誘導し臥床してもらう。
２１：３０の消灯と決まっているが、ある患者から電気を消してほしいとの訴えがあり、早めだが問 決められたとおりの時間に消灯とすべきであった。
自己判断が思いもよらない結果になるので決められたことは厳守する。
題なしと判断し、消灯したところ、別の同室の患者から苦情があった｡
21：30頃他患者の所にいた時、ドスンという音がしたため患者の所へかけつけると、ベッドサイドの 環境整備不足
環境整備の徹底
床にしりもちをついた状態で転棟していた。トイレへ行こうとし、車椅子乗車しようと靴を履こうとし
た際バランスを崩し転倒してしまったとの事。右大腿部（患肢）打撲したと訴えあり。他打撲部なし。
バイタルサイン安定。疼痛増強なし。患肢打撲部腫脹なし。擦過傷なし。当直医（整形外科）状況、
状態報告、診察、ＸーＰ施行。異常所見なし。
２１歳男性、口腔外科よりの指示。１４時来院予定の患者であったが予定より３０分遅れて来た。マ ・自己血採血時のマニュアルを確認していない。 ・コッヘルの掛け忘れなどによる手技の不備 ・ ・マニュアルの再整備と中央処置室における看護基準の見直し。 ・自己貯血時チェックリスト作成
ニュアルでは自己採血時には、血型、点滴の指示が出ているはずであったが、本事例では抜けて 自己血採血中に電話応対など他の業務に気をとられていた。
・自己貯血業務の一元化(可能な限り中央処置室へ依頼し、慣れた看護師に依頼する。) ・自己
しまっていた。 検査に要した時間から１時間以上遅れて採血を開始した。その時バックのルート
貯血手技の熟達を図る為、看護師の研修を実施する。
に掛けるべきコッヘルを掛け忘れてしまった。採血は無事終了したが陰圧でなかったことによる空
気汚染の可能性を否定できないということから本人、母親に医師から説明し廃棄となった。
２１時、病室訪室時に点滴を自己抜針していることに気付いた。（母親は本人が入眠しているため 観察不足
母親に病室から離れる時は知らせてもらうように説明する。 母親が病室にいない間は頻回に訪
不在であり、母がいないため目が覚め、泣いている状態であった。）
室し観察する。
21時10分頃ナースコールがあり訪室すると点滴のルートとIVHの接続が外れており、本人は歩い サフローも自己抜去されている患者様であった事を知らず、IVHを自己抜去されるとは考えていな 訪室の機会を増やす。 本人に点滴などの処置について理解しているか確認し処置にあたり、事
てトイレに入ろうとしていた。トイレに入られた後に声掛けするも「出て行け」と口調荒く怒鳴られる かった。 19時頃に固定が外れてしまったとナースコールあり再固定した為に自己抜去されると考 故のないように努める。 自分が訪室できないときに他スタッフに依頼する。
ため一旦退室する。21時30分頃訪室するとベッドに横になり休まれていたがヘパロックしようとす えなかった。 トイレに入られたときに退室してしまったこと。
るとIVHが抜けておりナート部も1つ外れていた。どうしたのか問うと「僕は何もしていない」と言わ
れるのみ。バイタルサインに著変なく、主治医来棟して頂き診察してもらう。ガーゼ圧迫しマルチ
フィックスにて固定すればよいとのことで朝まで経過観察する。
21時15分に挿管チューブの再固定を行った。 歯肉で21ｃｍ固定のところが13ｃｍで固定されてい 不適切な管理
マーキングが見えるように固定を行う。 メジャーなどを用いてきちんと測定する。
た。 それまで左右ともエアは入っており、ＴＶの大きな差はなかった。 唾液でぬれてテープがず
れた様子もなかった。 マーキングがはっきりと見えなかったためペアの看護師と相談してチュー
ブの再固定を行い発見した。
21時２０分に患者の部屋を訪室したところ、点滴のルート内が逆血しており、血液が固まっており、 患者を訪室する時間が１時間以上あいてしまっていた。 患者は術後であり、立位可となっていた 異常時は些細なことでもナースコールするように説明した。また、訪室時間を１時間以上あけない
サクションしても、ルートが通らなくなってしまっていた。 床にも血液が１５ｃｃ位と輸液が３０cc程こ が坐位をとるのが精一杯で、患者がルート類に対して、注意が払えないことを十分に把握できて ようにする。 患者が６１才と若く、オペ後であるが、意識状態がしっかりしているため、ルート類の
ぼれており、患者に話を聞くと、『点滴が接続部分から外れたけど、咳も出てえらかったし、看護師 いなかった。 また、患者に対して、異常時はナースコールしてもらうことの徹底ができていなかっ 管理は大丈夫だろうと思い込まず、十分に観察していく。
がもう少ししたら来るだろうと思い、外れたところをくっつけて、ナースコールせずに待っていた』と。 たと思われる。
CVC挿入中であり、ダブルルーメンが挿入されており、片方はヘパロック中であったため、もう一方
のルートから点滴を接続したが、どちらも閉塞していた。主治医にコールし、CVCをロックし、サー
フロー挿入した。 また、患者には少しの異常でもナースコールするように話しした。
２１時２０分に患者より痛み止めの注射をして下さいとコールがあり訪室する。アンペックの注射を １２時３０分から血小板輸血を開始した。１４時４５分に医師が濃厚赤血球を開始した。輸液量が 勤務終了時に輸液等の最終確認をする。 マニュアルの遵守。
シリンジポンプで早送りしている時に、本体の輸液ポンプがＯＦＦになっているのに気付く。
多く、ルートが細いため滴下不良であったのでメインの輸液ポンプの電源を切った。以上のことを
準夜に申し送るのを忘れていた。記録もしていなかった。 入室時に輸液ポンプの電源や滴下等
の確認をしていなかった。
２１時３０分、右頭部側の柵を患者本人がはずし、上半身のみベッド下へ転落。排泄行為のため ベッド柵４カ所使用。ナースコールも手元にあった。意識レベルが改善傾向にあり、活動量が増え 万全の予防をし、排尿を知らせる手段も教えていた。排尿パターンの把握、活動量の増加などの
移動しようとした。打撲はないというが、右肩、肘、頭部に発赤あり。意識レベルは安定。当直医師 てきていたので、注意する必要があった。
情報の共有など、皆で話し合う必要がある。
へ報告、様子観察となった。
２１時３０分に、家人よりナースコールあり。訪室すると、下腿に貼用していたデュロテップパッチ５ 観察不足 保護用のテープを貼らなかった。
手の届かない位置を検討して貼付位置を変更する。 保護用にテープを貼る。
ｍｇを剥がしてしまっていた。前胸部では剥がしてしまうため、手が届かない様に下腿部に変更し
ていた。又、いつもはその上からテガダームにて保護していたが、この日は保護していなかった。ミ
トンは家人が不在になる時のみ使用していた。当直薬剤師に、対処方法を聞き、同量を再度貼用
した。
２１時３０分に睡眠導入剤をオブラートに包み患者の所に持参した。オムツの汚染があった為交換 確認不足 業務の中断
途中で業務は中断せずに１つ１つを確実に行う。 やむを得ずに中断する時はメモに残し確認す
後与薬するつもりで床頭台の上におき、与薬を忘れてしまった。５時に深夜勤務者が床頭台にお
るようにする。
いてある薬を発見して与薬忘れが分かった。
２１時３０分に訪室した時は同室の患者と会話しており、翌日退院であるが退院日を延期してほし 説明不足 観察不足
居ないと気づいたらすぐに探す。 外出時は許可が必要である事を再度説明する。
いと相談されたので翌日朝主治医と相談するように話した。その後２２時３０分に訪室すると病室
にいなかったのでたばこを吸いに行っているのだと思いそのままにしていた。しかし０時になっても
帰ってこないため院内を探し、自宅に連絡するも連絡取れず、翌朝、自宅に帰った事が分かった。
２１時３０分に訪床すると家族の方から「２１時頃ベッドの横に座り込んでいたんです」と訴えがあっ 家族の方が居たために抑制もせず、安心していた。
た。患者は「トイレに行きたかったのかも・・」と訴えははっきりせず。痛みや外傷はなかった。
２１時３５分に訪床するとベッド柵を降ろしてベッドから降りて床頭台の前に座っていた。
観察不足
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家族の方が居ても、頻回に訪床し観察する。 意識レベルがはっきりしない時期は必要時抑制も
考えていく。
ベッド柵を降ろすことが出来ないように固定する。 夜間は家族の方に付いていただき精神的慰安
を図る。
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具体的内容
背景・要因
２１時３５分物音にて訪室、訪室時右ベッドサイトに、お座りする姿で発見。 左手側にベッド柵、柵 本人のベット位置も病室奥の方で、 死角となっている。
は床頭台に立てかけてたようになっており、背後にはカーテンがある状態で、両足は屈曲されお座 ではないか
りするような感じで、すわっていた。 打撲部位確認し、当直医報告、経過観察す。 入院時より、
不穏行動あったり最近は睡眠時間もムラあり、ベッド上にて起きたり寝たり時にはベッド柵より足を
出したりと、常に落着きなく深夜職員が２名になるときは、ベッドを移動し詰所近くにて見守ってき
ていた。

改善策
チーム連携がおろそかになっていたの 日々常に転倒の危険あり、常に見守り、事故のないように意識し援助して、頻回に訪室し、事故発
生時前５、６分前に確認しているにも関わらず、わずかな時間の間におこってしまって居る。 消灯
し一段落したと思う気持ちの現われか、動く患者の行動に対しての注意力が、少しうすれ声かけ
不足となっていた。今後、十分に声かけしあい、問題があるときは作業内容を、変更することもして
いきたい。 転倒の経験のある患者。前回も同じような状況で発見されている。前日も消灯後より
の不穏が強く、ベッド上で起き上がったり、寝たりの状況があり、詰所近くにベッド移動し見守りをし
ていたという情報があった。日中は車椅子でホールで過ごしたり、リハビリがあったり、スタッフの
人数も多く、転倒の回避もできていたが夜間についてはもっと、状況により安全な環境を整える必
要があったと反省。５、６分前に患者を確認しているがどういう状況での確認であったのか？前日
の患者の情報からどう気をつけなければならないのか、夜勤のスタッフ間連携はどうすれば良
かったのか？の分析が不足している。患者数が少ない事に慣れてしまい緊張感が不足、転倒へ
の危機感を持って勤務してほしい。
２１時40分就寝中の患者に翌日分の薬を手渡した所、翌日１回で内服してしまった
就寝中の患者に薬を渡した
翌日で間に合う薬であるならば、翌日勤務者に申し送り、確実に与薬する
２１時４５分、体位交換のために訪室すると、床に倒れていた。トイレに行こうと思ったら立てなかっ 患者の活動範囲が広がってきており、日中もトイレで排泄していたため、夜間ナースコールをする 意識障害があり、ほとんど看護師の説明を理解出来ない患者が多い病棟である。頻回に訪室し、
たと言う。ベッド柵４本していたが、左足元の柵の外側に向かって折れ曲がっていた。柵を乗り越 よう説明していなかった。
声かけをすることが望ましいが、夜勤人員は３人であるため、困難な状況にある。
えたらしい。患者に異常はなかった。
21時45分訪室時は入眠中。22時10分定期の巡視時で訪室すると、IVHはテガダームで固定されて 不隠状態が見られ注意して観察していたが、予防できなかった。
不隠状態がみられIVHなど挿入があり、リスクの高い患者は介護衣の使用をする。
いたが、右鼠径部のIVH挿入部から20cmのところで、チューブが切れ輸液が少量漏れていた。出
血はなし。当直医、当直科長報告来棟。当直にて２針抜糸、IVH抜去して圧迫ダンゴにて強力絆創
膏で固定し、介護衣に更衣する。その後患者は朝まで入眠出来ていた。以前も時々、不隠あり側
管からのルートを自己抜去されたこともあった。
２１時５０分頃ナースコールがあり訪床すると床に座り込んでいた。
観察不足
必要時抑制させて頂く
21時50分訪室時、1時間前にトイレに行こうとしてしりもちをついたと事後報告あり。頸部に内出血 患者への説明不足
頻回に訪室し、訪室時は排泄の有無の確認を行い、ベッドから離れるときは必ずナースコールす
および疼痛あり。 当直医に診察依頼し、様子観察となる。本人には再度ベッドから離れるときは、
るよう説明する。
必ずナースコールするよう説明し、本人も了承される。
２１時５０分訪床時、末梢自己抜去されているのを発見。
観察不足
不穏行動のある患者様は家族に付き添っていただき精神的慰安を図る。家族の協力が得られな
い場合は抑制をさせていただく。
21時アモバン内服後、２４時２０分ヘルベッサーシリンジ更新時には入眠されていた。0時頃隣の 眠剤内服後であり、バルンカテーテル抜去後であったことが誘因となったと考えられる。
可能ならば、ＣＶライン早期抜去。はさみなどは家人にも協力依頼し持って来ないようにしてもら
患者の大声で起きられ、ＣＶラインが気になったと自己にてはさみでＣＶラインカットされる。深夜看
う。
護師が0時５分巡視時出血多量の患者様発見する。本人意識レベルクリアでカットしたことはっき
り言われる。バイタルサイン安定。当直医師、主治医報告しＣＶ抜去し様子観察となる。
２１時インシュリンのスライディングスケールを間違えて２単位余分に皮下注した。２１時のスケー 確認不足。業務繁忙
スケールの明示方法を再考
ルではなく朝・昼・夕のスケールで確認した。
２１時グッドミン服用し臥床されていた ２２時３０分同室者よりナースコールあり訪床すると廊下に トイレに行こうとして
頻回の訪床し観察する
這っているのを発見 バルンが無い事に気付く ゴミ箱に捨ててあった
21時ごろドンとした鈍い音に気が付き病室を訪室すると患者が反対側のベッドの横に靴下をはい ポータブルトイレでの排泄は自立できていた患者であった 時に洗面もされていた 転倒は予想不 スリッパをはかないようにしてもらい、移動時は靴を履いてもらうようにする
た状態で仰臥位で転倒していた 後頭部に直径3ｃｍの腫脹あり ポータブルトイレ使用しようと歩 可能であったが、転倒後本人に尋ねるとスリッパで滑ったとのこと 排泄行動は自立していたが筋
いたとのこと 尿意ありポータブルトイレにて排泄し、ベッドへ臥床する 意識レベルクリアー外科 力低下の状態までは把握できなかった
医師へ報告し、頭部クーリングにて様子観察となる
21時すぎまで家人の面会あったため、家人が帰ったら、抑制をしようと考えていた。（抑制の許可 抑制をしようと考えていたが、忙しさのあまり、忘れてしまっていたことが第一の要因と考える。こ 自分自身の認識の甘さが原因なので、今後は情報収集を十分に行い、確実に仕事していこうと反
はもらっていた）しかし、この時間帯のナースコールが多く、忘れてしまっていた。22:30尿測のた
れは、自分自身、どういった患者が挿管されているのかという認識の甘さがあったと考える。また、 省している。何のために抑制の同意書をもらっているか、患者の安全を守れるように日々考えな
め、訪室すると、挿管チューブが自己抜去されているのを発見する。主治医に連絡し、再挿管して 自分自身、異動になって、１ヶ月と日が浅く、余裕がないこと、いつもになく緊張しながらであったこ がら、業務を行っていこうと思う。
もらう。
となども多少ながら影響していたと考える。
２１時にＭＳコンチンを内服する患者が２人いた。前もって薬袋から出す時に他の看護師とダブル 確認不足
薬を渡す直前に電子カルテ端末で確認
チェックをしたが、ワークシートに貼る時に逆になっていた。ＭＳコンチンを与薬する前、他の患者
の注射を含む処置が３件あった。いざ与薬する時にスケジュール画面で確認せずに、そのまま渡
した。錠剤の色が違うことで患者さんが気づき、間違い判明。
21時にジルテックとセディ―ルを胃婁より注入しなければいけなっかたが、他患者の対応をしてい 内服注入することを忘れてしまった事
患者が何の為に何の薬剤を内服しているかしっかり把握し、忘れないように最後にもう一度確認
たら遅くなり、そのまま忘れてしまった。
する。 忘れないように自分でわかりやすいようメモに残す。
２１時にビクロックスが余分に余っていることに気が付き、ワークシート・実施登録確認にて日勤帯 当事者は研修生であり、慣れない環境であったため。
施行漏れがないように声をかけ実施の確認をしていく。また、勤務の最後に施行漏れがないか確
での施行漏れと判明。主治医に報告後、施行した。
認する。
２１時にベンザリン３錠服用後、４時までほとんど体動なく入眠中であったが、４時３０分、同室患者 前日転入の際、自力ローリングが行えないということで、ベッド柵を２ヶ所（両側のみ）しかしていな 術後４日目にして転入してきた患者であり、アセスメントが不十分であった。右半身軽度麻痺・筋
よりインターホンあり、訪室する。 患者は端坐位に自分でなろうとしたらしく、腰から下がずり落
かった。 ベンザリンを一度に３錠内服しえいることから、夜間に軽いせん妄を起こすことを予測
力低下もあり、転倒転落予防対策ができていなかったが、患者自身による体動であり不可抗力の
ち、上半身だけがベッドに残っている状態であった。看護師３人でベッドへ上げた。打撲なし、神経 し、ベッド柵を増やすべきであった。
部分もある。巡視は実施されていた。
症状変化なし。当直医師に連絡、様子観察となった。
21時に医師指示にてアモバン服用。21：30訪室にて入眠中。22時点滴自己抜針発見。22：20バル アモバン服用によるものか、アルコールが切れかけた為かは不明。（日中は、不穏なく普通であっ 疾患・眠剤服用後を予測した看護を行う。 眠剤服用の処置後は、頻回な訪室に勤める。
ン膨らんだまま自己抜去しﾍﾞﾂﾄの上で踊っていた。出血多量・目を離すとﾍﾞﾂﾄから降りようと危険 た。）
行動有り、観察室に収容する。
２１時に緊急入院し、２２時２０分に発熱３９度あり、メチロン筋注の指示があり、患者に注射した。 確認不足 情報伝達不備
アレルギー情報の表示を分かりやすくする。
患者がピリン禁であることは、入院時アナムネで分かっていたが、医師も看護師も気づかず、指示
だしし、注射施注前の確認もしていなかった。注射後、患者に変化なかった。
２１時に施行するインスリンの施行を忘れていたことに０時５０分にインスリンボードを書き換えて カーデックスに２１時インスリンの記載がなかった。 夕食前のインスリンを他のチームの看護師が リーダーが勤務前にインスリンカードを机にだして確認する。
いて気付く。気付いたためすぐに患者様を起こし血糖測定をせず医師に報告せずに、ヒューマカー したためにインスリン表をみていないため情報を拾い落としている。 今まで患者様は看護師室ま
トＮを施行した。
で看護師室に来てくれていた。最近麻薬の影響で看護師室へ来なかった。 注射をしていないこと
に対し焦りがあり時間帯を考えずに自分勝手に判断した。
２１時に施行するインスリンをし忘れた。患者より２時３０分にコールあり、施行忘れに気付く。その インスリンを施行する一覧表のカードが見にくかった。 注射を準備する引き出しに本来入ってい インスリン施行一覧表のカードを見やすく書くようにスタッフに教育した。 インスリン注射の保管場
時にインスリン施行した。
るインスリン注射が入っていなかった。 準備する時に、準備し忘れに気が付かなかった。
所の約束を守る。 インスリン施行終了後に再度チェック表と照らし合わせ確認する。 指示ファイ
ルと注射器との確認をする手順を守る。
２１時に睡眠導入剤を服用し２２時３０分頃トイレにて転倒した。右側腹部を打撲したとの訴えが 観察不足
高齢なので移動時は介助することを説明した。
あったが特に痛みや腫脹はなかった。
２１時に不在であったがいつものように喫煙のため１階に行かれたと思い込んでいた。０：３０に
・患者の観察不足 ・不在時の対応不足 ・患者への指導不足
・不在時の確認と連絡の徹底 ・不在時の患者への指導の徹底
なっても不在のため自宅に電話をいれたところ、自宅に帰っていることが分かった。
２１時に訪室すると「今日はトイレが近くて何回も行く。今日から尿の出る薬が３回になったから」と 深夜看護師が思い込みで配薬箱に入れてしまった。 ダブルチェックをしなかった。
深夜のリーダーとフリーとでダブルチェックする。 薬袋の裏に配薬した看護師のサインをする。
おっしゃる。昨日までラシックスを朝食後のみ内服していたので確認すると、ノルバスク、ラシック
ス、アーチスト、ケイキサレートを朝、昼、夕食後３回に内服していたことに気づく。内服は看護師
管理で、深夜の看護師が１日分の内服薬を箱にセットしていた。当直の産婦人科医師へ報告す
る。低Ｋを考慮しソリタＴ３号５００ｍｌ１本点滴開始する。夜間にトイレ歩行でふらつく可能性を考え
ポータブルトイレを設置した。患者へ間違えた事を説明する。
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具体的内容
背景・要因
２１時に訪床するとＰＴＢＤチューブが抜けていた。患者が引っかけたり、引っ張ったりという行為は 観察不十分
なく、自然に抜けてきた。日勤帯からチューブは逸脱しており、減黄の機能がないことは分かって
いた。
２１時に眠剤を服用されたが入眠できず、車椅子に乗ろうとされたところ、上手くできずに車椅子と 向精神薬、睡眠導入剤等を服薬された後に、転倒のリスクが増すことの理解はしている。夜勤体
ベッドの間に挟まれているとところを発見される。
制が2名で家族の協力も得られない場合、常時見守りや観察することは難しい。
２１時に眠剤を服用するため、トイレ促したがあとでするといわれ、眠剤服用していただいた。その 肝性脳症で入院されており、意識レベル改善みられるが清明ではなく、Fr抜去後２日目であること
後、「あー」と大きな叫び声とともに患者が転倒。肝性脳症にて入院し、Fｒ抜去後２日目であり、筋 もあり、眠前のトイレの誘導を確実に行っておくべきであった。ナースコールを押さずに行動するた
力が低下していたと考えられる。患者にはトイレは看護師付き添いのもとでするように説明してあ め頻回の観察が必要であった。
り、トイレの際は呼ぶように説明してあったが自分で移動してしまった。転倒の際、殿部打撲も外観
上問題みられずバイタルサインも著変みられなかった。主治医に報告し観察強化し、状態に変化
みられれば報告との指示にて実施した。
２１時の血糖チェックを忘れる。深夜の人に指摘され、気付く。血糖チェック施行し、朝、医師に報 忙しくて、書き出しが行えてなかった。3検で行っていると思っていた。
告となる。
２１時の血糖測定を忘れ固定のインスリンを実施しわすれた。
指示書とカーデックスで確認をしたのだがよく見ていなかったのだとおもいます。ないと思い込んで
しまっていた。
２１時の時間毎に血糖チェックのみがあがっていたが、血糖測定後スケールを使用してＨＲ４ＩＶ ｉ ２１時の時間毎に血糖チェックをして、スケール表を使用する人がいた為思い込みで血糖チェック
ｓしてしまった。
をしてスケールを使用してしまった。（７時３０分、１１時３０分、１７時３０分の食前３回はスケール
があった）
２１時の巡視時はCVの確認トラブルはなし。おむつ交換し患者は入眠。０時の巡視時シーツが濡 高齢で痴呆のある患者に対する安全管理の問題
れていることに気付きCVが抜けていることを発見した。
２１時の眠剤のため声かけするが現れないため、病室に行く。すると、患者が体を二つ折りにした 観察が不十分だった。
状態で、眠っていた。布団に顔をうずめていたので窒息していたのではないかと思ったが、何もな
かった。
２１時ベッドに臥床していた。２１時１０分ポータブルトイレの音が聞こえ、訪室するとベッドから１． 柵を４点柵にすると自分で外してしまう。（窮屈だと）混迷状態にあり、自分で判断できない。
５ｍほど離れたポータブルトイレの横に座りこんでいた。排尿あるか聞くと「移動を試しただけで、
排尿はない。」と。仙骨、臀部に発赤や疼痛見られない。ＢＤ１３３／７２ Ｐ９７ 体温３７．１その後
も動きは変わらず。
２１時気管カニューレの空気もれがあり、３．５ｍｌ空気をいれた。２時３０分ごろ本人が気管切開部 カニューレを自分で痰が多いので掃除していた。
を自分で消毒しようとしたら、抜けてしまったと連絡あり。看護師がスムーズに再挿入。
21時検温時IVH残量（約600ml）と時間量（40ml/ｈ）を確認し接続部のゆるみの有無を確認しネジ 接続部のネジの緩み。（観察不足）
を締めなおした。22時45分家族よりナースコールあり、接続部が外れ点滴が漏れているのを発見
した。(残量550ｍｌ）ヘパリン洗浄するがカテーテル閉塞しており使用できず。主治医報告し主治医
にてIVH抜去される。21時確認時ネジの締め方が不十分だった。
２１時頃、どーんという音がして当事者が訪室すると、ベッドサイド（ベッドの右側）に輸液ポンプが ・輸液ポンプのコードが整理されておらず、絡まってしまった。 ・ナースコールせず、コードの絡ま
２台付いた点滴スタンドが倒れ、患者は床に足を伸ばし座り込んでいた。意識は明瞭で、問いかけ りをとこうとした。 ・持続点滴中で、輸液ポンプを２台使用していた。 ・４つ足の点滴スタンドで
に対し「トイレに行こうとしてたが、足元の輸液ポンプのコードが点滴スタンドの足に絡まって進め あった為、バランスが悪かった。 ・看護師から、輸液ポンプ使用中の患者であることを考慮して、
なかったので、スタンドを一人で持ち上げ行こうとしたら、バランスを崩して倒れた」と返答があっ 夜間の尿器使用やナースコールなどの説明が不足していた。
た。疼痛の訴えなく、臀部四肢の外傷や打撲はなかった。転倒後付き添って歩行するが、ふらつき
もなくバイタルサインにも問題はなかった。その後主治医に報告した。ヘパリンの持続点滴中の患
者であり、打撲や外傷による出血、高齢による骨折などの危険は高かったが、今回は影響はな
かった。
２１時施行予定の抗生剤忘れ 深夜帯で発見 遅れて施行する
カルテの確認不足
２１時施行予定の抗生物質の点滴を忘れていた
業務に入る前のカルテチェックを念入りにすべきであった
２１時施行予定の抗生物質の点滴を忘れていた
チェックミス
２１時準夜フリー業務の当事者が、血糖検査を行い、血糖値３１８ｍｇ／ｄｌであった。指示により３０ ・指示確認が不足していた。 ・リーダーから依頼された内容を十分確認していなかった。 ・血糖
０ｍｇ／ｄｌ以上であればノボリンＲ３単位皮下注射のオーダーがあったが、行わなかった。チーム 値が高値にもかかわらず、リーダーへの報告が遅れた。 ・血糖値が高値にもかかわらず、何か
リーダーからの処置依頼メモには血糖３００ｍｇ／ｄｌ以上で指示ありのコメントは書いてあった。２３ 指示がないのかとアセスメントをしなかった。 ・多忙であった。 ・看護師間の連携不足
時の時点でリーダー看護師が気づいた。２３時であり患者は睡眠中であったため、血糖の再検を
しなかった。翌朝血糖１６６ｍｇ／ｄｌと下がっていたが、高血糖状態があったと考えれば、何らかの
影響はあったと考える。自覚症状はなかった。
21時巡視時、ベットの下に蹲る、うつ伏せに倒れていたところを発見する。当直医に連絡中、廊下 観察不足。
を徘徊していたため、医師指示によりレンドルミン1錠服用させ、入眠する。
21時消灯後入眠せず、喫煙所に入り、他者のタバコの残りに火をつけ自分の部屋に駆け込む。当 禁煙中であるが常に喫煙要求がある。（経済的問題から家族が禁煙を希望している方である。）
直医診察後、喫煙所にて火の始末をした。
21時消灯時は入眠していたが２１：２０テレメーターが外れていたため訪室すると転倒していた。ト 観察強化できる部屋移動を考慮してもよかった。
イレに行った後立ち上がろうとしてすべってしまったが、一人で行けると思ったと。再三ナースコー
ルして移動すること指導するが聞いてもらえず一人で行動してしまう。前額部及び鼻を損傷、内出
血している状態。血圧変化なし、医師報告診察依頼、冷罨法にて様子観察となった。
21時半頃廊下に大きな音が響き訪室すると、ベッド横で倒れている。柵は４点ついたままであり、ト 患者に十分な説明を行っていなかった。
イレに行こうと思い柵を乗り越え転落したよう。
２１時不眠あり、生食１００ｍｌ+ロヒプトノール１Ａ開始。２２時終了ロックする。意味不明の言動あ 観察不足。
り。入眠できていない様子であった。ほかの病室巡視中、物音がしたため、訪室すると同室者の
ベットサイドにて座るように転倒しているところを発見、トイレに行こうとしていたとのこと。
２１時訪室すると床に左側臥位になっていた，床の頭があるところに血痕があった，
靴下の滑り止がずれていた，靴下を２枚はいていて足先が丸くなっていた事によりつまずいて転
んだと考える．
２１時眠前の血糖測定後、本来ならば定期指示のインスリンを注射するはずであったが朝、昼、夕 確認不足。単独で行った。
のスケール表の指示を見て注射した。２４時の血糖は１５５で医師コールし、ヒュ‐マリンカートＮ４
単位皮下注射した。
21日 ナースステーション内の配薬車で患者の昼食後薬を他の看護師と確認して後、ケフラール ダブルチェックが流れ作業になっていた。 声だし確認が行われていなかった。
３Ｔ/３×１ を取り出した。他の看護師より25日より内服であると指摘をうけ、間違いに気が付い
た。朝食後薬の配薬時も他の看護師と確認を行ったが、間違いに気が付かなかった。担当医に報
告し様子観察となった。
２１日２０時に与薬しなくてはならないＭＳコンチン１０ｍｇの与薬を忘れてしまった。２２日準夜看護 情報収集が行えていなかった。又患者の痛みも強くなく、２０時の薬が痛み止めの認識が少なく、
師に本人が昨日のＭＳコンチンを内服していないこと、痛みがあったことを話し、２１日の２０時の 看護師に伝えることがなかった。
与薬をしていない事に気づいた。
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改善策
不必要なドレーン・チューブは早く抜去する。
向精神薬、眠剤など内服薬の検討を主治医、薬剤師を交え行う。
意識レベルが清明状態になるまでは時間毎にトイレ誘導を実施する。トイレ移動時などの行動の
際にはナースコールを押すように再度説明と患者のみえるところにナースコール押すなどのメモ
用紙をはっておく必要もあった。

申し送りで血糖チェックを行っている事を伝える。
血糖測定に行く前にダブルチェックをする。
思い込みで行動してしまったので、何度も確認して処置を行う。
カーテンは開けて観察しやすいようにしておく。夜間は安全帯などを使用し自己抜去を予防する。
ルート抜去を予防するために抑制衣を着用する。
消灯までの時間も病室を巡回し、患者の観察を行う。
うーご君を装着した。

ガーゼ交換、消毒時は必ず看護師と、空気漏れがあった時は確認を。
接続部のネジはしっかりと確認して締める。体動が激しい患者の場合は、接続部をテープでとめて
固定を確実にする。
・輸液ポンプのコードを束ねて整理する。 ・取っ手つきのスタンドにする。４つ足のスタンドは輸液
ポンプ使用患者にはバランスが悪い為使わない。 ・安定した点滴スタンドを購入依頼予定。 ・輸
液ポンプ使用中の患者は、夜間尿器を使用するよう説明し、促す。 ・訪室ごとに輸液ポンプの作
動状態だけではなく、コードもチェックする。

カルテを確認
業務に入る前にカルテの再確認をする
業務に入る前にはカルテのチェックを入念にするべきであった
・夜勤ではリーダーが処置をフリーに依頼しているが、依頼する際、注意事項や血糖値でインシュ
リンのオーダーがあるなど、必ずメモと一緒に口頭でも説明しながら依頼する。 ・血糖チェックトレ
イに、指示の内容を貼り、分かり易くする。指示の内容が変更になればトレイの分も変更する。 ・
高血糖であるにもかかわらず、フリーはリーダーへの報告を怠っていた。報告の必要性を指導。ま
た、リーダーも確認の義務を怠っており、同様に指導。
要観察。
21時過ぎには、眠れなくとも自分の部屋で過ごす事ができるように援助していく。不眠時薬での対
応を積極的にしていく。当直医に診察を受けてもらう。
ハイケアユニットへ移動した。

患者に十分な説明、ベッドを下げる
ナースコール再指導（歩行時、排尿時呼び出し）
衣装ユニットの近くと言う点で引き出しを扱った事でバランスを崩した，と考える．ユニットの角の工
夫をする． 靴下は2枚重ねない． 訪室時は床の条件や靴下の状態を観察する．
他の看護師に確認してもらい確実に施行する。一人で行えるか否かはトレイの色で決めている。
ダブルチェックの徹底。 指差し・声だし確認を行っていく。

患者の情報把握が不十分だった。患者自身にも痛み止めで時間通り飲むことで、痛みを前もって
抑える事を説明する。
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具体的内容
22:00点滴観察で訪室時、夕の内服が残っていたため家族に確認し、朝と夕の誤投与に気づい
た。与薬袋へ朝・昼・夕と配薬していたが、他の病院では夕・昼・朝と並んでいた為、誤って夕に朝
の内服を飲ませたとの事である。（朝：ﾗｼｯｸｽ・ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝAあり。医師報告後、24時のﾗｼｯｸｽ1AIV中
止）
22：10同室者よりナースコールあり。訪室すると、Ａ氏がベッドの側の床に座り込んでいた。問えば
ベッドに端座位となり、掛け布団を直そうとして、ずり落ち、そばにあったいすで右の側頭部を打っ
たとのこと。外傷・打撲痛なく、主治医へ連絡し、診察後異常なく経観するようにといわれた。
22:20頃、患者の呼ぶ声で訪室。ﾍﾞｯﾄ柵とﾍﾞｯﾄ柵の間に右大腿部を挟まれ、床の上に仰向け状態
で横になっている患者を発見。
２２：５０ 他患者よりトイレで倒れている人がいると、報告あり。トイレへ行くと、患者様がトイレの
中で横になっているのを発見した。発見時、呼名にて返事なく右麻痺あり。レベル？ー２０宅直医
報告。ＣＴ施行ＣＴ上脳梗塞あり。センター入室となった。
22:50訪室した際CV自己抜去しているところを発見する。主治医報告し指示にて末梢からラクテッ
ク40ml/ｈで開始する。
２２時１６分不眠時指示１番を与薬する。２３時５１分不眠時指示１番を再度与薬する。２３時５５分
に誤薬に気づき、当直医に連絡し、指示をもらう。

背景・要因
家族による内服管理中であるが、当院の配薬袋の説明が不足していた。

改善策
配薬時に患者・家族へ3回分準備してもらい、家族管理できるか評価をおこなう。患者・家族への
内服管理の説明。

両下肢しびれ・筋力低下。 ２１時レンドルミン内服。 靴下着用。

座位になるときはナースコールするように指導した。滑りにくい靴下の着用を説明する。眠剤の副
作用についての説明をする。環境整備をする。

転倒・転落ｱｾｽﾒﾝﾄｽｺｱの評価をしていない。家族へのﾘｽｸの説明などもしていない。
観察不足

転倒転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。（ベット低く、観察・
ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整備）家族へのリスクの説明。
患者観察を頻回に行い異常の早期発見に努める。

ミトンを使用していたため大丈夫だと思った。

ミトンを使用しベッド柵に縛った。

２３時５１分に希望してきた時には、看護記録も見て、確認したが、思い込んでいた為か頭に入っ 予薬前には、看護記録をきちんと読む。
ていず、不眠時１番を再度与薬してしまった。患者様にも、与薬時一緒に声に出して、「１番だ
ね。」と確認したが、思い込んでいた為、間違いに気づかなかった。
22時20分頃、患者の部屋より大声で呼ぶ声がしたため訪室したところベッド足元の床へ側臥位で 尿意がある際、ベッドから降りようとしていると申し送りがあったが、よく眠っていたため大丈夫だと 頻回に訪室。必要時、離床防止センサーをつける。
倒れているのを発見した。介助にて起こし、ベッドへ移動しようとしたが尿意あると言うため手を引 思ったこと。
き自室のトイレへ行った。その後入眠する。右額部に腫瘤できており痛みあるもしだいに軽快す
る。意識レベル低下なし、瞳孔異常なし、四肢麻痺などなかった。患者は痴呆あり、意思の疎通が
困難であった。4点柵で、紐で固定してありはずしてはいなかった。
２２時２０分物音がした為 訪室するとベッドの足元の方の床に仰臥位になって倒れているのを発 １ 転倒・転落アセスメントスコアシートでは 危険度Ｂであった ２ 不眠の為 ２１時に睡眠薬を １ 転倒の危険度が高いことを認識して 観察する ２ 睡眠薬服用中は ふらつきや不穏が見ら
見。洗面所に水を飲むために歩行し転倒した様子。右大転子部痛強く訴え 当直医へ報告、クー 服用していた ３ 以前にも歩行したことがあり 本人は大丈夫だと思った ４ 今までこのような行 れる場合があるため夜間の睡眠状況を観察 ３ 予測出来ない危険性が常にあることを認識して
リングで経過観察 翌日、主治医診察 レントゲンの結果 右大腿部頸部骨折のため転院となっ 動がなかった為 職員は大丈夫だと思った ５ 痴呆と高齢者の危険度の認識が低く観察が不 頻回に訪室して観察する ４ 思い込みの仕事をしない
た。
十分
２２時３０分にＡベビーに哺乳しようと思いＢベビーをＡベビーと思い込んで指示書でミルク量、内容 確認不足 思い込んだ。
哺乳の際はリストバンドで氏名を確認する。
を確認してＢベビーに哺乳した。２２時４５分に他看護師の指摘で気付いた。
２２時３０分にアミノフリード５００ｍｌを障壁を開通せずに更新していたことを、深夜の看護師が気 準夜で緊急入院があり、忙しかった。 暗い中で作業をした。 病室での更新も暗い中で行った。 ダブルチェックはミキシングまで確認する。 ２４時に点滴残量をチェックする。 基本を守るように
付く。
慣れがあった。 ダブルチェックをしたが、ミキシングまではチェックしなかった。
師長より指導する。 作業は明るい中で行う。
２２時３０分に訪床すると尿道カテーテルを抜いていた。
観察不足
頻回に訪床し観察する。 ミトンを使用する。
22時30分座位にて過ごしている。 23時30分訪室すると、カニューレのカフをひきちぎって落として 患者の細かいサインを見のがしていたのかも知れない。
患者の機嫌、ストレスの原因を観察し、ストレスの緩和に努める。 カフをちぎった後、呼吸器装着
いる。
後、酸素飽和度低下なし。（80ー90%）ＰＩＰ１８
22時30分同室の患者よりナースコールあり。ポータブルトイレを使用しようとしてベッドより転落し 眠剤服用患者の転倒のリスクに対する認識不足 教育の不足
眠剤を服用している患者に関してはとくに注意しベッド柵2本を確認する。ベッド周囲の安全に配慮
た様子。発見時床に倒れていたので、介助しベッドに移す。特に外傷なし 医師連絡にて様子観
察する。
２２時５０分同室者よりナースコールあり訪室したところ、ベッドサイドに点滴棒と一緒に倒れてい 全盲患者であり、ナースコールの位置を説明してあったが、トイレに行きたかったためか一人で起 入院当日で環境の変化もあったため、きちんとナースコールが押せれるか確認するべきであっ
るのを発見する｡バイタルに問題なく、外傷も見られない｡臀部を打ったようだが他は打ってないと。 き上がり立ち上がった様子。付き添いなし。転倒リスク評価高い｡
た。転倒リスクも高く、付き添いもいなかったので、はじめから目の届く位置で休んでもらうべきだっ
医者に報告、様子観察でよいとの指示｡安静促すも起き上がろうとする行動あるため処置室に移
た。
動し休んでもらう。
２２時から１０時までのＩＶＨが１０時頃訪室すると残り１５０ｍｌだったので、次のボトルに更新せず １０時のチェックの後、他の処置につき忘れてしまった。
タイマーを持って歩く。
に速度をあげた。１１時３０分、患者様より「点滴がおちている」と、コールあり。既にインターリンク
のフィルターの上にまで輸液がおちていた。ＩＶＨ流通不良で抜去した。再度、医師がＩＶＨを再挿入
した。
２２時にオキシコンチン（５）を、配薬した。その時薬を手渡し、「１０時の痛み止めのお薬なので、今 オキシコンチンを飲んだかどうかの確認をその後に行うことをしなかったため。
看護師が、その場で薬を内服したことを確認しなければいけない患者さんなのか、薬を手渡し患
飲んでいただけますか？」と言って渡した。そして、次の日の朝の６時のオキシコンチン（５）を配薬
者に内服を任せればよい患者なのかを、把握し、その情報をその後の勤務のスタッフに伝達す
のため訪室した時、オーバーテーブルの上にある、２２時のオキシコンチンを発見。飲んでいない
る。 それを踏まえた上で薬を渡して患者に内服を任せ、その後に飲んだことを確認する。
ことが確認された。
２２時に妻がナースステーションへ見え、点滴挿入部のテープをはがしていると言われ、病室へ見 観察不足 点滴挿入部には包帯も巻いていた。又家族がついていたので安心していた。
家族の方がいても安心せずに頻回に訪床する。 点滴ラインを目に入りにくい位置に置く。。
に行くと点滴が抜けていた。（末梢を自己抜去していた。）
22時に経管栄養滴下開始した。手にタオルを握らせ，その上からミトンをはいてもらい抜去されな ミトンの違和感か、チューブの違和感かで抜いたと思われる。
経管栄養中はそばから離れない対策をとる
いよう対応したが、他患者に呼ばれ，15分くらいそばから離れた隙に、ミトンを脱いで，栄養チュー
ブは抜去されていた
２２時に呼吸不全にて急遽、挿管、人工呼吸装着となった。２時に呼吸器の作動チェック表にて確 作動中の定期点検が十分ではなかった。 (点検チェック項目が多い)
呼吸器の電源と加湿器の電源を一緒にする． チェックリストの見直し。 MEによる定期的指導。
認したが、加湿器の電源の確認は行わなかった。翌日、ＭＥによる点検で発覚。
22時に睡眠薬(マイスリー0.5T)服用。その後聴取としていたが、22時50頃ポータブルトイレから
4点柵にしていなかった。 夜間になると非常に不安が強くなること、また以前も睡眠薬服用後に転 ４点柵を行う。 睡眠薬服用する前に排尿誘導する。 日中傾眠傾向があるため、関わりをもち刺
ベッドへ移動する時に足を滑らせて転倒した。
倒していることに関してアセスメントが不足していた。
激を与え気分転換をはかる。
22時に滴下指示が出ていたが、翌朝1時から滴下を開始してしまった。
指示箋の見誤り。確認作業の不備
確認作業の徹底。深夜業務につき申送り等については正確に行うよう指導
２２時に同室の患者からの連絡で訪室すると患者がベットサイドで尻餅をついていた。２２時から ・ＣＡＰＤ時間の問題 ・ベットサイドの可動する用具に対する危険回避への配慮不足
・暗がりを避けたＣＡＰＤ時間の検討 ・可動用具に対する患者への説明と危険を減らすための
実施するＣＡＰＤのため電気をつけようとしたが、スリッパがすべり、オーバーテーブルを持ったが
ベットサイドの環境整備
動いたためスツールの上に臀部をうち、そのまま床に落ちた。
22時に内服予定の薬。他患者が急変したためそちらに気を取られてしまい与薬を忘れ、服薬時間 他患者の急変に気を取られた
緊急・急変時であっても優先順位を判断して､やらなければならないことを判断できるようにする
が2時30分になった
２２時に訪室するとメインの点滴が終了していた。医師に報告し、朝までの指示をもらった。
点滴滴下にばらつきがあった。 点滴が左手背に挿入されていた。
確実に滴下数を合わせる。
２２時に訪床すると胃管カテーテルを自己抜去していた。
観察不足
ライン抜去の可能性がある時はミトンを装着する。
22時のin・out確認時、輸液ポンプのinの割に実際の輸液の残量が多いことに気付いた。輸液ポン ・日勤帯で気泡アラームがなり開閉したが、ルート装着時 のセットが悪かった。 ・準夜勤務の最 ・自分の勤務の最初にDIVルートの接続だけではなく輸液ポンプのルートのセット状況を確認す
プの扉を開けてルートの確認をしたところ、ルートが開閉扉の部品に挟まっていた。そのため必要 初の確認時に輸液ポンプを開けてセット状況を確認しなかった。 ・２時間毎の検温時に、実際に る。 ・検温時には確実にDIVが減っているか残量を確認する。 ・ルートのセット時には、ルートに
な量の輸液がなされなかった。しかし、少しづつは滴下していたためポンプの閉塞アラームはなら 輸液が落ちているか実際の残量を確認しなかった。
たるみがないようにセットし、扉を閉めるときには再度確認をする。そして、 扉を閉めた後に再度
なかった。
開けて、ルートがきちんとセットされたか確認をする。
22時のオキシコンチン（５）をリテラの中に眠前薬と一緒にひとつのバットの中に入れ、保管してい 他の業務に気をとられ忘れてしまった。
一通り準夜勤が終わった時に、処置板を見返す。 タイマーを設定して、忘れないようにする。 休
た。それを、一度眠前薬を配る際（２１時前）にリテラから、そのバットを出した。そして、眠前薬を配
憩に入る前にスタッフ間での最終確認。
り、スタッフセンターに戻ると、２２時までオキシコンチンをもう一度保管しようと、リテラに入れた。
その後日勤帯の点滴出しをし、２２時を過ぎ、さらに日が変わり６時のオキシコンチンを用意しよう
とした時、２２時のオキシコンチンを渡し忘れたことを思い出した。
２２時の見回りに行くと患者さまがベッドサイドに転倒していた。 ポータブルトイレに移ろうとした ベッド柵は頭の方にしてあったが外れていた。
夜間は、体力が回復するまではオムツを使用し、無理に動かないよう説明した。一度きりでは忘れ
が、ふらついてしまったとのこと。 意識は明瞭。
てしまうので様子を診つつ随時、声がけを行なっていく。
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具体的内容
22時の点滴を更新しようとして、Ａさんの点滴棚をみた。10月16日の点滴のシールが１枚もなく、
一番手前にあったソリタックスを、注射ワークシートを確認せずに実施してしまった。時間が経って
から注射ワ-クシートともう一度本人棚をみると、アミノフリードのシールが落ちており、正しい薬品
はアミノフリードということにきづいた。次の時間から点滴内容をずらし使用する。
２２時過ぎにデノシン４．８ｍｌを１時間でルートする指示をうけシリンジポンプを設定した。１時間過
ぎても終了のコールが鳴らないため訪室するとまだ半分くらい残っていた。確認すると１０ｍｌの注
射器を使用しているのにポンプの表示は２０ｍｌになっていた。一度シリンジポンプをＯＦＦにして注
射器をもう一度はめなおすと表示が１０ｍｌになった。患児の状態に変化はなかった。
22時更新分の点滴時に中隔を割らずに更新した。他の看護師が気づき、対応した。
２２時頃叫び声が聞こえたため訪室するとベッドサイドに座っている状態でいる所を発見。

背景・要因
急いでいた為注射ワークシートの確認をせずに実施してしまった。

改善策
必ず注射ワークシートで確認をする。 シールが見当たらない場合は所在をきちんと確認し、ある
はずのものは必ず探す。

注射器のはまりが甘かった。 注射器の表示まで確認していなかった。

業者より注意事項の説明を受けた。 注射器の表示まで確認する。

業務手順・ルール、チエックの仕組みの問題。 看護師の思い込みによる誤薬。
患者は連夜不穏状態が続いており、本日も眠剤を内服し、入眠されるまで家族に付き添って頂い
ていた。もともと不安症状が強く、夜間覚醒時にパニック状態になったと考えられる。
２２時坐薬挿入のため訪室したが、オーバーテーブルに置き血圧を測定したり、排便処理をしてい 手順の確認
たら座薬挿入を忘れてしまい、翌日日勤者が気付いた。
22時巡視時、患者は入眠されておりライン類を触ることなく経過されていた。２３時他スタッフが廊 前日にCCUに緊急入院、CAGされており、当日準夜直前に退室されたばかりであり、環境に十分
下を通過したところ、患者が座位にてPV接続部から脱血しているところを発見する。患者は、入院 適応できなかったと考えられる。また、ライン管理については、抜けないように保護したり、シュア
していることは把握されていたがぼんやりされており、時々意思疎通困難であった。
プラグ輸液ラインに変更したりすることが必要であった。
２２時注入中で患者は覚醒していた。２３：２０訪室すると、患者は眠っていたが、胃管カテーテル 胃管カテーテルが指にひっかかり抜去したと考える。観察不足。注入中であり危険である。
は注入中であるが抜けていた。テープ固定は通常通りとその上からもう１枚補強してあった。
22時抜釘術予定の患者に手術入室時間確認することなく（手術室からのTELもなかった。）21時40 夜間の慣れない他科の手術出しであり緊張しており思い込んでしまった。また病棟が落ち着かず
分指示の前投薬施注。手術室へストレッチャ-にて搬送するも、手術時間遅れており手術室看護 バタバタしていた為、確認を怠ってしまった。
師に説明受ける。主治医に状況報告し、再度前投薬はなしとの指示受ける。一旦患者と帰室し、
45分後TELあり再度手術室へ患者搬入す。帰室時患者気分不良等訴えなし。手術まで入眠され
ていた。
22時訪床するとベッド・自室に不在であり、ラウンジへもおられず。非常階段を確認すると、階段に ・うつ病で自殺企図がある。 ・家人ともめたことを情報収集できていなかった。 ・本人の表情・言
座り、左手関節のすぐ上を２ヶ所約５センチをカミソリの刃でリストカットされているのを発見する。 動・行動から、本人の心境に気付けなかった。 ・不眠の訴えがあったも、いつもと同じ薬で対応し
出血はほぼ止血できている。顔色不良なし。消毒し、保護する。本人へ問うと、退院のことで主人 ており、不眠となっていた。
ともめて、イライラしており、入眠できず、辛くて死にたくなりリストカットしたとのこと。
２２日から開始されたアンカロン２錠（朝のみ）を２３日に残数を確認したところ１錠多かったため２ 確認不足
２日に１錠しか与薬してなかったことが分かった。
23：00訪室時には異常なかった。23：30訪室すると、NGチューブ全抜去、テープ類も全て外れてい NGチューブの自己抜去を4回繰り返している。チューブと固定による不快感から抜去するようだ
た。安全帯による抑制はされていたが、上半身を曲げて、手を顔に寄せて触っていた。
が、痴呆があるため理解は困難。安全帯による抑制中も、前回自己抜去したので、顔と手の間に
枕を挿入し手が届かないようにし、抑制方向も工夫したが効果なかった。
２３：１５ 患者が床に降りていた。
打撲・外傷はなし。
ベッド柵は、ボタン式であり自分で操作してしまった。
２３：３０弓部大動脈人工血管置換術施行後挿管下で帰室。直後よりＢＰ８０台と低値であった。
手術患者の帰室が遅れ、帰ってきてからも循環の変動が大きくバタバタしてしまって、なかなか落
午前１：００深夜の看護師が申し送りしていた最中に患者の血圧が徐々に低下し始めていた。帰 ち着いて全てのチェックを行えなかったことや、帰室後すぐに多くのサポート追加や量の変更が順
室してからすぐにいろいろなサポート追加をしており、かなりの環境変動がみられていたが、今回 番に重なってしまったため、記録等に追われラインのチェックを忘れていた。 三方活栓のチェック
はなななか上昇せずにいた。もう一人の看護師が対応してくれていたため、申し送り中はその看 はしていたが、大元の根元の部分は確認していなかった。 ＳーＧカテーテルの接続は麻酔科医
護師に任せ、送りが終わってからその患者のもとへ向かった。 医師が来室したため、医師の指示 師が施行する。今回は帰室直後から循環不安定で対応に追われ、ルートの確認作業がとれない
の下で「塩カル」の準備をしていたところ、医師がＣＶラインの根元がゆるんでいるのを発見。すぐ 時間内であった。
に直すも血圧下降は続き、ショック体位やボスミンｉＶ、塩カル、メイロン等のｉＶ、サポート量調整等
を実施したところ徐々に血圧は安定した。
２３：３０頃IVH（ネオパレン）更新を行った。ミキシングの際、 ビタミン剤の撹拌が十分にされてお ・薬剤情報の不徹底 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
らず、ビタミン剤が溜まったまま更新していた。さらに遮光カバーを着用していたため、気がつか
ず、日勤帯の看護師が気がついた。
２３：３０頃ナースコールにて疼痛による不眠を訴えたため、指示薬を準備中、同室患者より「ベット 観察不足 説明不足
の下に落ちている」との連絡あり訪室する。ベッドから上半身のみ床に落ちている所を発見する。
本人に状況をたずねても「痛い」のみ訴え状況については何も話さなかった。ベッド柵は上ってい
なかった。
２３：３０訪室すると、床に臥床している。
尿道カテーテル留置中であったが、閉塞気味で尿意のためトイレに行こうとした為か。
２３：４５入院の児の点滴を０時に挿入。１０％ブドウ糖６ｃｃ/Hの指示も、輸液ポンプにつながず、 慌てていて、手順どおりできていなかった。 確認ができていなかった。
自然滴下のまま放置されていた。０：３０、ルートがポンプにつながっていないことに気付き医師に
報告。それより輸液ポンプにて６ｃｃ/Hにて開始する。１：３０血糖２４５。水３ｃｃ/Hで開始し、１０％
ブドウ糖流量３ｃｃ/Hに下げる。その後４：１０血糖５２。
23時、切迫早産で持続点滴中の患者が、点滴を自己抜去して無断外出した。輸液ポンプのアラー ・患者の精神的不安への援助 ・患者の精神的な変化の察知 ・家族のサポート
ムがなっているとの同室患者の連絡で判明した。
２３時２０分に訪床した時は異常なく３０分後に点滴ボトルを追加するために訪床すると末梢静脈 観察不足
ラインが抜去されていた。
23時20分同室患者からＡ氏がこけたと報告があった。訪室すると病室の真ん中あたりで座り込ん 観察不足
でいた。なぜ歩いたのか覚えておらず、後頭部を打撲したと訴えた。ぼぉーっとしているが会話ス
ムーズだった。 BD158-88mmHg、P84。嘔気なし。当直医連絡し診察受けた。後頭部腫脹・痛み
あり冷却した。緊急CT施行し様子観察となった。ふらつく時はナースコール押すよう再度説明し、
嘔気や意識レベルの変化を観察した。
２３時２０分物音がしたので訪室すると、当該患者がベッドの足元で、落ちているオーバーテーブ 杖歩行しており歩行が不安定であった。眠剤を内服していた。（ハルシオン０．２５ミリグラム）照明
ルの上に乗ったような状態で右側臥位になっていた。患者によると、はっきりとは分からないが、ト が暗かった。オーバーテーブルのストッパーの効きが弱かった。
イレに行こうとしてベッドの足元にかけていたオーバーテーブルに重心をかけた際に、オーバー
テーブルがはずれ転倒したのかもしれないとのことであった。患者の右頬には１箇所内出血が
あったが、他に異常は認めなかった。
23時30分、部屋周りの途中で自室のトイレの前にしゃがみこんでいる患者を発見する。「トイレは 何度も転倒しており、本日よりベッド左足元の柵をL字柵へ付け替えていた。L字柵の隙間がやや
どこ？ごめんなぁ、馬鹿だなぁ、転んだよ」と。本人いわく、柵からはおりたものの、自室トイレを探 開いていた事が原因であると考えられる。
していたら転倒したのだと。顔面右頬に内出血あり、腫脹著明。足・手指動き良好。痛みは右頬の
内出血部位のみと。医師、来棟中であり診察して頂き、右頬部クーリングの指示あり。クーリング
施行し、弾包で固定しておく。その他バイタル著変なし。
２３時３０分に見廻りに行くと、側管から点滴していた点滴セットがはずれ、フィルターまで逆血して 体動が激しいのは周知していたが、観察する間隔が長かった。ルートの長さは十分だったが、下
いた。逆血なかったため、クランプし、ＣＶのもう一方ルートより、点滴を再開した。四肢抑制してい 肢にひっかかりやすい位置にあった。
たが、発見時左下肢の抑制ははずれ、動ける状態だった。
２３時３０分に訪床すると末梢点滴を自己抜針していた。
意識レベル３の患者で点滴ルートや酸素ルートをよく触っていた。説明すると「はい」と返答あり
ルート類は見えないようにバスタオルで隠していたがそれでも抜針していた。説明しても意識障害
があり理解不足で抜いてしまったと考える。
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中隔を割るものは、割ったか確認し、サインをする。
・対象に合わせた不眠時の指示を選択する。・看護者の目の届く範囲で休んで頂くことで不安除
去、また 安全防止に努める。
処置後に本来何のために訪室したか振り返る。
ラインを自己管理できそうにない場合は、輸液ライン選択をし、接続部保護の徹底をしていく。
胃管カテーテルが引っかからないよう顧慮したり、覚醒時は患者観察を頻回にする。
不明確の指示はきちんと確認する。慣れない状況時には同職種または医師への確認を怠らず、
思い込みで判断しない。手術出しではTEL確認する。

・本人の思いや訴えを傾聴できるような声かけや環境をつくる。 ・本人の訴えを傾聴する。 ・自
傷行為につながる物品を本人に確認し、引き上げる。 ・本人・家人、医療従事者との連携をとっ
ていく。 ・不眠については、精神科医師に内服変更相談する。 ・精神科医師にカウンセリング依
頼する。
内服薬の量が多い時は１剤１剤きちんと確認する。
抑制方法の変更（安全帯とミトンの併用）。NGチューブの固定方法の変更（顔に密着して引っ張れ
る箇所がないよう、シルキーポアからオプサイトに変更）。
患者に合わせたベッドにチェンジする。 転倒・転落の可能性に対する予防をしていく。
バタバタしている時こそ、ライン類、患者の周辺チェックを怠らない。また先輩看護師に確認しても
らう。 優先順位を考えて忙しい合間をみつけチェックする。 サポート内容量等確認した際、最低
限ルートのゆるみ等も確認する。 状況を考え、人がいて手伝ってくれている間などに最低限やる
べきことをやっておく。

・初めて見る輸液は、添付文書を読むなどし実施する。 ・ミキシングの際は、必ずダブルチェック
をする。 ・輸液更新の際は時間に余裕を持ち準備する。
若くて理解力もあるが転倒・転落を繰り返している。抑制は適当ではないと思われるため行わず観
察する。訴えを傾聴し精神的ケアを行っていく。 ベッド柵が降りたままになっている事があるので
上げておくように説明する。
頻回に訪室する。生活パターンを把握し、誘導する。転倒・転落による衝撃を最小限にする。
手順に沿って落ち着いて行動する。 点滴挿入後、すぐにダブルチェックを行なう。

・患者･家族への十分な入院時オリエンテーション ・精神的な援助
頻回の訪床と固定を確実にしていく。
初めて眠剤服用する際は、副作用の出現等に特に注意していく。

移動時はナースコールするように再度説明した。夜間のポータブルトイレ使用。オーバーテーブル
の点検と老朽化したものの交換。

転倒リスク高く、柵をくくる、多数のひもでくくる、L字柵にするなど対処法を考えたものの、結局転
倒を繰り返してしまっている。そのため、自室ではNsの監視下においておくことが難しいと考え、23
時30分ダイニングルームへベッドごとお連れする。監視範囲に限界もあるため、夜間はダイニング
ルームへ移動していただくことが一番の対応策だと思われます。
点滴ルートの整理を行い、観察を十分に行う。
抑制を行った。
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具体的内容
背景・要因
２３時３０分頃巡回した時は異常なく入眠されていたが０時１５分に訪床したときは酸素の双鼻カ 観察不足
テーテルを外しイレウス管を触っていた。良くみるとイレウス管が半分ほど抜けていた。
２３時３０分隣のベッドよりナースコールあり訪室、「ベッドから落ちたみたい」。本人ケロッとしてお 眠剤内服もしており転倒リスクあるにも本人が嫌がったこともあり、柵を一箇所しかしていなかった
り、痛いところないか聞くも「トイレいいかい」とポータブルトイレを使用する。ベッドのマット大きくず こと。
れており「寝返り打ったらすべって落ちた」左腕打ったようだとあり。ＢＤ９８／６５ Ｐ１０９。左腕発
赤なし、腫脹なし。神経症状なくいつもどおりの動きする。頭部打っていず、柵一箇所しかしてい
ず、マットがずれた原因の一つと考えられ、本人へ説明柵三箇所とし、いつもと違う所の痛みが出
たらすぐコールするように説明する。
２３時３５分深夜に出てきた看護師が廊下を通ったときに発見。その声にびっくりして訪室。座りは ２３時の見回りの時点では入眠していて、オムツも交換しうーご君もＯＮを確認していたが、うーご
いつくばっているような状態でした。「トイレにいきたい」と訴えあり。膝等に発赤・痛み・打撲の後は 君装着していると言うことで安心していた。訪室回数をもう少し多くし確認する必要があった。
なく、看護師２、３人で起こし車椅子に移動し、車椅子トイレへいくも便はなく自室に戻る。仙骨、大
転子部にも発赤なし経過観察とする。体動かし「こわい、こわい」と言い尿失禁ありオムツ使用して
いるため、便意ある時オムツですることにし、患者も納得される。０時に他患トイレ移動時、入眠し
ていた。
２３時４０分不眠の訴え有。追加眠剤下さいと希望有。不眠時○服用さす。フローシート記入時す 連日同時刻に不眠時もらいにくる患者のため看護者の思い込みとカルテの確認ミスがあった。準
でに○か服用されていたことに気付く
夜看護師不在のため安易に確認せず対応してしまった
２３時５０分の巡視時に、ベッド柵が半分まで上がっていることを確認した。０時過ぎ別の看護師が ベッド柵が一番下まで下がっていた。
訪室時も柵は、半分まで上がっていることを確認していた。１時１０分に付き添いをされている母か
ら児がベッドから落ちたとのナースコールあり。訪室するとベッド柵が一番下まで下がっており児は
ベッドに戻り入眠していた。
23時グルコンサンKの内服をフリー看護師が行う。ワークシートに投与済のサインを行わなかっ
内服投与後のサインを行っていなかった。 受け持ち看護師が他の看護師に内服の有無を確認
た。１時申し送り時受け持ち看護師が投与のサインが無いことから内服をしていないと思い新たに せず思いこみで薬を再投与した 終了日と時間が薬袋に記入されていたがそれを確認せず新しく
準備し投与する。
用意した
23時ころより荷物をまとめ帰る動作がみられた。”マッタ君”も頻回になり訪室を行っていた。3時に ”マッタ君”のコールがなった際、他患者の処置中であったためにすぐの訪室が出来なかった。退
もマッタ君のコールがあり訪室するとベッド下の床にはっておられた。
院のことが気になっていた
２３時にその日の朝与薬しなければならない薬があり、主治医に連絡し翌朝の与薬となる。深夜 業務手順確認
帯指示受けが日勤者に申し送りが出来ていなかった。
２３時に抗生物質の指示があったが施行し忘れた。
確認不足 うっかり忘れ
２３時に施行するはずのガスターを１８時につめてしまい、その児の担当看護師に手渡し、担当看 １８時に施行するものと、２３時に施行するものが、一緒においてある．
護師が、１８時に施行してしまった．
２３時に施行するはずのガスターを１８時につめてしまい、その児の担当看護師に手渡し、担当看 １８時に施行するものと、２３時に施行するものが、一緒においてある．
護師が、１８時に施行してしまった．
２３時に施行するはずのガスターを誤って１８時におこなってしまった。定注をおこなう前に確認を 指示確認の方法
しなくてはいけないが、確認を怠ってしまった。
２３時に巡回した時は入眠していたが０時３０分に訪床すると覚醒して見えてゴソゴソしていたので 観察不足
傍に行くと尿道カテーテルが自己抜去されていた。
23時に巡回時は点滴は異常なかった 0時の巡回時にインサイトを自己抜去しているのに気づく 認知力の低下に対する対処が不十分
２３時に注射予定の患者が２１時３０分に来院された。受付の後注射オーダー表にて患者とともに 夜間に指定された注射を行う際の確認ルール。夜間業務が忙しく慌てたなど夜間業務体制の問
注射液 時間の確認を行った。２１時４０分を２２時３０分と間違えて「指定時間の３０分前だから注 題
射を行います」と説明し時計をしっかり確認せず実行してしまった。患者にも早口で説明してしまっ
た。
２３時に入院した患児の尿培養の検体を採取した。後で検査室に送るつもりで１時冷蔵庫に保管 確認不足 うっかり忘れ
してそのまま忘れた。２日後に冷蔵庫に検体があるのを他看護師が発見して医師に報告するが検
査は出来なかった。
２３時に培養の尿を採尿し、一時的に冷蔵庫に保存したところ、提出を忘れてしまった。２時間３０ 確認不足 忘れ
分後に深夜勤務看護師によって発見され検査に提出した。
２３時の巡回時末梢ラインが抜けていた。患者は痴呆があり点滴針刺入部の固定はしっかり行っ 観察不足
ていた。
23時の巡視時病室の床にゴミが散乱、Ｏ2マスクはずし、ＩＶＨ接続も外れていた。出血なし、滴下 体動はげしく観察強化中だったが、また同じ事を繰り返してしまった。
良好な為、接続後経過観察。
２３時更新の準備をしていると、コンクライトＫが１Ａ残っているのを発見する。翌日医師に報告す 午前の更新時予定より早く落ちてしまい、慌てて更新した。同室患者３人が同じようなＤＩＶ混注指
るが、追加指示なし。
示であった。チャート確認不足。注射伝票が見にくかった。
２３時巡回時に病室前の廊下に長座位になって座ってるのを発見した。寝間着、ベッド周囲は尿汚 観察不十分
染しており、２１時３０分に睡眠導入剤を服用していたために本人ももうろうとしておりどのようにし
てベッドから降りたか覚えていなかった。外傷等はなかった。
23時巡視の為、訪室するとベッドサイドに経っていた。本人からすべって転んだといわれた。家族 家族が不在時、ナースコールは鳴らさず自分で行おうとして事故が発生した。
は談話コーナーに居たので、不在だった。
２３時巡視時病室の中で患者３人見当たらず、廊下を見ると車椅子に乗っているのと押している患 排尿時の注意事項の確認
者を発見する。一人の患者がトイレに行ったが足がもつれしりもちをつき、その音でもう一人が駆
けつけ車椅子に乗せつれて帰ってくる途中であった。
２３時大声があり訪室すると患者さまが仰臥位で病室で倒れているのを発見し、バイタル・意識レ アモバン１錠を２１時３０分に内服。以前より倦怠感によるふらつきがあった。今回は夜間トイレに
ベル・外傷の有無を観察後、医師に報告し指示を受ける。医師より内科当直医師に連絡し、診察・ 行こうと起立した際にふらつき、転倒した。
ＣＴ検査後、ＣＴ上問題なく様子観察となる。意識明瞭であったが、背部、左後頭部を打撲。後頭部
は軽度熱感、腫脹、疼痛見られた。
23時同室患者より、ナースコールがあったため訪室すると、Ａ様がベット上に座っていた。Ａ様の所 Ａ様は痴呆があり、便がでたことでそのことが気になり、入眠することができず、オムツをとったり、
に行くと、おむつをとっており、その中には便が片手半分ほどでていた。また、創部のガーゼをは バルンカテーテルを気にするようになり、自己抜去をされたのではないかと思われる。
がしており、バルンカテーテルを自己抜去されていた。創は便にて汚染はされてはいなく、消毒し、
ガーゼ保護をおこなった。
23時半訪室した際に眠っていることを確認。24時に訪室するとベットから転落し床に仰向けになっ 尿はバルンカテーテルが留置されており、夕方・眠前と排便があったためもうでないと思っていた。
ている。意識は転落前と変わりなく返答、オーダーも入りバイタルサインは安定。外傷もなし。トイ また、23時半に訪室したときに眠っており私自身が安心してしまったいた。
レに行こうとして柵を乗り越え転落したとのこと。主治医に報告し、様子観察となる。
２３時訪室時、ベット柵上がったまま床に横たわっている。ＩＶＨも抜去されている。本人不可解言動 患者状態把握
あり、原因分からず。
23日より内服開始であったTS１カプセルが４カプセル２×１で処方されていた。経管栄養のため内 処方箋の確認が不十分であったと思われる。以降セットがされている為それで合っていると思い
服薬が看護サイドで管理していた。薬が届き看護師がセットしたが２カプセル２×１でセットしてあ 込んだと思われる。
ることを２５日の夕に発見した。その間投与、確認に複数の看護師が関与していたがきづけなかっ
た。医師に報告した。２５日夕より２カプセルでセットしなおした。
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改善策
入院時から痴呆の情報がある患者様は両手にミトンを着けていただく。 家族の協力を得て付き
添っていただき精神的慰安を図る。
マットがずれることは考えてもいなかった。本人に十分説明を行って柵を三箇所とした。転倒のリ
スクがある、ないに関係なくマットがずれ寝返りで転倒するという意識を持つようにする。

ベッド柵を４本にし、訪室を多くしうーご君のＯＮの確認。

臨時薬服用ノート、カルテを確認してから服用してもらう。交代前に病棟に入り仕事はしない。どう
しても対応しなければならない時は勤務者に確認する
ベッド柵を一番上まで上げる。

内服後は速やかにサインする コミュニケーションをとっていき思い込みをなくす
難聴であるため退院は1月であることを紙に書き再度教えた。 荷物をまとめるのに使用していた
紙袋は、荷作り用に使用されていたため、荷物を郵送したことにしみえないところへ置いた。
申し送りし、カーデックスに記載する。処方箋は、カーデックス内に収納する。
指示シートはしっかり確認する。
１８時 ２３時を別にする
１８時 ２３時を別にする
処置を行う時には必ず指示確認をする
夜間はミトンを装着する。
抑制帯の適正使用 固定の工夫（ルートを体幹に固定するなど）
ゆっくりわかりやすく説明し、患者とともに確認する。

検体はすぐに検査室に提出する。
一時的にしても冷蔵庫に保管すると忘れの原因となるためにすぐに提出する。
危険行動が予測される患者は刺入部を更に包帯などで補強する。必要時抑制をさせて頂く。
入眠中ＩＶＨ施行者の観察方法見直し
チャート・注射伝票を示唆呼称確認する。思い込みで行動しない。不明瞭な時はダブルチェックを
行う。
睡眠導入剤を服用したときは訪室を多くし観察する。
引き続き頻回な訪室と、本人への説明を行い、危険に付いて理解してもらうよう働きかける。
尿器設置拒否のため、トイレ行くときは足元環境整備、転倒、ナースコール指導。
転倒後は床上安静とし、トイレもベットサイド排泄とした。何か異常があればナースコールにて知ら
せるよう患者に伝えた。夜間は排泄時はナースコールにて知らせるように伝える。
痴呆がある患者は、危険行動に移るきっかけとなるものは何なのか考え、その因子を除去していく
ことが大切だと感じた。Ａ様では排便したくなったり、排便後に危険行動にでるので、Ａ様の排便状
況をしることや、排便の有無を定期的に観察していくことが大切だと改めて感じた。
患者が不快な表情、ごそごそする行動が見られた時は便意など患者のしたいことを聞いていき早
め早めに対応していく。
頻回な訪室をし、不可解言動、行動に注意する。不穏時は指示の薬剤使用し入眠を促す。
投与量、回数に赤線を引いて注意を促した。関与していない人にも翌日から皆に注意を促してい
く。
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具体的内容
背景・要因
２４時の経管栄養を施行し忘れた。深夜勤務者が実施してないことに気付き１時３０分から注入開 確認不足
始した。
２４時の巡回時には睡眠中であった。２４：３０分に同室者より連絡があり訪室すると患者がベット ・患者の身体的要因 ・看護師の危険へのアセスメント不足
とスツールの間でしゃがみ込んでいた。意識が朦朧としており、血ガス採取するとＰＣＯ２の蓄積に
よる意識の変化であった。
24時の巡視時座位になっていた。オムツは外れており膵管チューブは抜けていた。白絆創膏で3 患者の情報が共有されていたかどうか。各シフト間の連携が十分であったかどうか。
箇所固定してあったが固定テープごとはずれていた。
24時間５００ｍｌ×４ でキープのＤＩＶに、ＡＭ0時～6時分のヴイーンＤ５００ｍｌ＋ザンタック１Ａ＋ア 注射名、単位を確実に注射箋と照合していないことによるミス
ドナ２００ｍｇの準備し施行した。注射箋を見たときからアドナ２００ｍｇは１Ａと思い込み（消化器内
科の検査後指示にアドナ１Ａがでるため、アドナ１Ａは１００ｍｇという知識はあったのに、思い込ん
でしまった）混注せず無投薬となった。夕のアドナを混注する際、アドナが１Ａ余って、ミスが発覚し
た。
24時間クレアチニンクリアランスが予定日に行なえなかった。１日尿量が少なかったので、個人の ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問
判断で破棄した。その後再度患者へ蓄尿をお願いしたが、説明不足もあり、正確な検査ができな 題点 ・看護師の思い込み
かった。患者から苦情もあった。
２４時間ＤＩＶ施行中の痴呆患者が夜中に覚醒し、クレンメを全開させ過剰滴下してしまった。０時 患者状態に合わせた抑制方法、患者観察の問題点
の定時訪室の際これを発見。担当医師に報告し、状態チェック。両手抑制し、睡眠薬注射。
24時間キープのＤＩＶ施行中の患者さんであった。ＡＭ6時交換のＤＩＶはアルタット混注の指示で
注射準備の際、2人で注射箋と薬剤の確認をしたが、見落としていた。確実な確認，準備を怠っ
あったが、注射箋を確認の際、見落として混注忘れて施行した。日勤で発見し、当日からアルタッ た。
トの内服開始となり中止となった。
２４時間クレアチニンクリアランスのため前日１０時から当日１０時まで蓄尿中（尿道留置カテーテ 検査手順に不慣れ。
ル）であった。採尿する時に２４時間尿の一部を提出するはずが、ウロバッグ内にたまった尿の一
部を提出した。
２４時間で持続点滴をしている患者の点滴速度調節を勤務開始時に確認したが、その後定期的に ・持続点滴の観察不統一
適切な速度で滴下しているかの確認をしなかった。勤務終了時に確認したら予定量が入っていな
かったが滴下数のみ合わせて次勤務者へは予定量が入っていないことは申し送らなかった。次勤
務者は勤務開始時に急変患者の処置におわれていたため点滴の確認が２０：００になり、予定量
が入っていないことに気が付き医師へ報告した。
２４時間で滴下する輸液の計算を間違え９０／時間を１００／時間で１時間滴下した
計算間違い
24時間で滴下の指示があり、ポンプを設定。24時間で終了する予定が、4、5時間遅くなった。ポン 輸液ポンプ使用のマニュアルが不備であった。ポンプ使用時、設定したあとの観察について不備
プが設定どうり滴下していなかったことと、一度設定したらポンプ設定の確認はしても、残量の確 があった。ポンプの設定とルートの確認のみに留まっていた。
認のマニュアルがなかったため、滴下の異常に気がつかなかった。患者は容態変化はなかった。

改善策
指示シートを良くみて施行忘れのないようにする。 時々指示シートを確認していく。
・患者の身体的要因を把握した危険回避への対策
自己抜去のリスクの高い患者の情報伝達を確実に行う。 腹帯や予防衣の着用をし自己抜去の
予防をする。
注射マニュアルの遵守を指導した

検査ができなかったことを確実に伝える。破棄した時点で、報告、対策を相談する。
不穏時患者への的確な抑制等施行。
注射業務マニュアルの遵守を指導した
間違いなく出来る為の検査の表示（○時～△時まで蓄尿、ウロゼントにも蓄尿あり等）をウロバッ
グに貼る。新人に対して、検査手順の熟知を図る。
・持続点滴観察マニュアルの整備

医師指示でも時間を確認する
輸液ポンプの使用基準・手順の作成。また、輸液ポンプをメンテナンスへ出したところ、ポンプの型
が古く、輸液セットが使用可能であるかのEBがないことがわかり、同型のポンプを使用しないこと
にした。

24時間のホルター心電図を装着した状態で、MRIを撮影した。撮影後に胸部のレントゲンを撮影し ホルターが新しい装置になって、コンパクトになっていたことをしらなかった。介助の看護師も心電 オンコールの検査実施の情報をわかりやすくする。MRI 実施前には金属探知機で、検査してから
て、装着のまま実施したことがわかった。
図検査中であるとの情報を得ていなかった。MRI実施前の確認でも発見されず、患者は全失語で 入室してもらう。新しい機器の導入時には、互いに情報を入れあう。
一見理解できている風だが、理解ができていない状況であった。撮影後、患者や機械に異常は見
られなかった。
２４時間の蓄尿検査の為、看護師が病室を確認すると尿が廃棄されていた。「検査のため」と容器 看護補助者の教育、看護師がすべき業務内容を看護補助に任されている部分がある。
看護師と補助者と連絡、情報を密にする。
に張り紙をしているのにも関わらず、看護補助者が廃棄してしまっていた。
24時間の点滴中の患者さんで、見当識障害があり、ヒステリックになるなどの日勤者から申し送り 夜間の監視体制の問題
患者観察と痴呆、不穏行動への対応を密に行うよう指導した
を受けていたが、夜勤帯で異常行動無く経過していた。ＡＭ2時、トイレにいきたいとナースコール
があり訪室すると、インサイトが抜去されていた。問うと、｢解らない｣と返答あり。ふとんもぬれてお
らず、直後だったと思われる。
２４時間ホルター心電図を装着中、午後から肺の造影CT検査が入っていたため、一度ホルターを ホルターを装着する際に、他の検査が入っているかどうか確認をしなかった、チェックの仕方の問 病棟の看護師、クラークも他の検査の状況を把握することとした。
はずしてしまい、CT検査終了後再装着したもの。
題点。
24時間モニター観察中、SPO2測定不可のアラームがなり始めたため訪室すると酸素のジャバラ 自己抜去したと思われる。 患者の状態の把握に問題があった。 患者の状態にあった固定が出 患者の状態による固定方法の検討
が付いたまま気管切開カニューレが抜去さているのを発見。
来ていなかった。
２４時間持続点滴（シリンジポンプ）で生食４０ｍｌにヒューマリン４０単位混入するところを５０ｍｌの カルテの指示を十分確認しなかった。生食が５０ｍｌのものが処方されていたため無意識のうちに インスリンは投与量を間違えるとＰｔに多大な影響を及ぼすことをもっと自覚し、必ず指示をみなが
生食に混入してしまった。
５０ｍｌを全て吸ってしまい、そのままヒューマリンを混入してしまった。
ら点滴を準備する。投与する前にももう1度確認する。薬剤投与時は、無意識で行うことのないよう
に意識的に行う。大事な指示は分りやすく色を変えたり、強調して、指示を見落とすことの無いよう
にする。
２４時間持続点滴中 左前腕に入っていたサーフローを１５時訪室時自己抜去しているのを発見 頻回の訪床
頻回の訪床
24時間蓄尿が必要であったが、蓄尿しているという患者の言葉をうのみにしてしまい、実際に自己 前日に蓄尿ビンの準備がしておらず、また患者への説明も行っていなかった。また、6時からの蓄 前日の準備、患者への十分な説明はもちろんのこと、患者の言葉をそのままうのみにするのでは
にて確認していなかったため、患者様は蓄尿機に尿をためていたため、検体の提出が行えなかっ 尿開始であったが深夜でも十分な説明がされておらず、患者は、蓄尿機へためればよいと思って なく、自己にて必ず確認が必要である。
た。
いた。日勤帯でも実際にためているかを目で確認していなかった。
24時間蓄尿にて検査の指示があったが勤務の最後の排尿量のチェックの際にFrから出したあと 尿量チェックの時までは覚えていたがいつものようにウロガードから出して捨ててしまった。蓄尿し ウロガードに尿量のチェックの際もわかるようにメモ書きしておく。ワークシートにわかりやすいよう
蓄尿瓶にいれず捨ててしまった。尿量の増加にて主治医報告の際に気がつき、主治医に報告し、 ていることを忘れてしまっていた。
に色を変えしるしをつけておく。
次の勤務より蓄尿再開の指示もらう。
２４時間蓄尿の尿タンパク定量検査において、1.3ｇ/dayのところを0.13g/dayと記載して報告した。 手計算からシステム計算に切り替えたばかりでなれていなかった。
報告前に異常値かどうか確認することを徹底する。
医師の指摘で気がついて訂正した。
２４時間点滴中の患者様の輸液ポンプのアラームが鳴り、本来１１時に追加予定が空になってい 輸液ポンプの滴数や流量は確認したが、遮光の袋をめくってまで残量の確認をしなかった。
訪室時に輸液ポンプだけでなく、十分内容をチェックをするようにする。
た。担当医に連絡補液のみ追加で継続の指示を受ける。
２４時間輸液の患者に１０時の点滴更新時に既に１４時の分が用意されていたのでそのまま輸液 ２４時間輸液の内容を十分把握していなかったため。２時と１４時にネオフィリンが混注されるので 輸液をセットする時に注射箋と声を出して確認するようにする。
開始。ネオフィリンが混注されていたため、血中濃度があがる可能性もあったが主治医に報告しな 続けて 実施したのは確認をしなかった。
かった。
２４時間輸液中に漏れがあり、入れ換えをして輸液ポンプの流量をセットした。 予定量と流量を逆 輸液ポンプに設定した数値の再確認をしなかった。 輸液ポンプが新型のため、数量設定の段階 輸液ポンプの流量・残量や漏れがないかのチェックを定期的に実施すること。
に設定したため、早く入ってしまった。
でミスが生じやすい。
２４時訪室時、覚醒していたが不穏なく、入眠促すと、おとなしく閉眼していた。その後、自分で椅 ベッド柵には布団をまいて固定していたが、頭元だけは柵が足りず、布団の巻きが甘かった。
危険を予測し、ベッド柵の間に挟まらないよう、布団で保護をしていた。詰所前の病室でドアを開
子に座ろうとして、柵を乗り越えて転落したという。訪室するとベッド横で倒れていた。患者に異常
け、スクリーンでプライバシーの保護をしていた。家人不在時、身体拘束の必要性も考えられる。
はなかった。
24日にＡＭＩで入院し、4時間ごとに尿量チェックを行いラシックス投与の指示が出ていた患者。25 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。
・実施中の指示にはマーキングする。
日 3時の尿量チェックの際、看護師2名で確認し、指示に掛かっていたためラシックス10ｍｇ静注し
た。4時に指示を見直した際、25日 7時より尿量チェックの指示が変更になっており、変更後の3時
の時点で変更後の指示を見ていることに気がついた。変更前の指示では尿量指示クリアしてお
り、ラシックスは不要であった。
２４日の与薬の区分をする時、臨時薬の袋の中に就寝前薬が１P残っていた。当直者が２２日以前 臨時薬に日付も書いていなかった。服薬後チェックにサインはしているものの、服薬されたかの確 臨時薬には日付を記入することを徹底する。
にセッティングするのを忘れた可能性あり。臨時薬は２４日まで就寝前薬となっていた。
認もおろそかになった。
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具体的内容
背景・要因
２４日入院で食事も開始で変更や欠食なかったが、２６日患者より「昼食が出ていない」とのこと、 他科との情報確認
急いで栄養科より食事を上げてもらう。
24日白内障手術予定の患者様。21日からクラビット点眼とサルペリン点眼を開始との指示があっ 術前指示の確認不足。
た。 22日、処置室内の冷蔵庫を開けると「21日？」と書かれた薬袋を見つける。そのとき21日に
術前点眼を開始していなかったことに気付く。主治医に報告し、22日から点眼を開始とする。
26日17時30分患者が洗面所の異変を知らせる。蛇口が4箇所上に曲げられている。その後さらに 日頃から不満がつのってこのような行為に至ったと考えられる。
2本曲げられている
２６日にレントゲン撮影予定であった ２４日伝票が下に下りており撮影してしまつた
伝票は２６日になっていたがホワイトボードに予定が上がっていた
２６日より投与開始になった（フロモックス３錠・エンピナースＰＤ３錠）分３、５日分を看護師管理下 残薬確認についての明確なルールがない。
で与薬していたが、２９日の日勤で残薬を確認したところ、１回分不足していた。重複与薬されたの
か、準備段階で紛失したのか不明。
２６日朝、家人に今日の午後行う検査についての説明があると伝えたが、家人は２７日と聞いてい 医師からも事前に説明はなされていたが、患者は「知らないと」と食い違いが見られた。
ると。 患者も、今日の説明は受けないと拒否され、検査ができなかった。
27日深夜勤務者で、朝の薬の準備、確認のとき、夕一回/日処方のザイロリック錠、ガスター錠
手順どうり、セット、確認されてるが、夕配薬分のうち、これらの薬のみ、チェック漏れているよう。
が、一回分多いのに気づく。26日夕のワークシートの内服チェック欄には、この薬２者は、与薬した
サインなく、準夜勤務者に確かめると、「多分、配ってない。」ということ。主治医にて、26日分は不
服用の指示。
２７日入院の患者が、２４日に外来で処方された内服薬を持参してきた。外来カルテから情報を収 外来受診時、薬剤部で薬剤取り違いを起こしていた。 入院日の確認が不十分であった。（処方内
集し、病棟用予約カーデックスに処方薬剤名を書き込み、持参薬は患者管理として患者本人に渡 容はナースステーションで、薬剤は病室で確認したことで一連の確認作業にならず、間違いに気
した。処方切れのため、主治医の処方指示を確認している時、指示は外来より持続してムコスタで 付かなかった。） 薬剤名が類似していた。
あったが、持参していた薬剤はムコダインであったことに気付いた。入院日、病室で薬袋及び薬剤
を確認したが気付かなかった。
28Tで調剤するところ14Tで調剤した。
錠数確認怠った。
２９日より開始のアレビアチン・ドプス分２の指示を分３で調剤してしまい、監査もそのまま通り病棟 散剤分包器の調剤歴が分３だったので、そのまま行ってしまった。処方箋の確認不足。監査確認
に払い出してしまった。３１日朝食服薬後発見。主治医連絡。１日薬剤科にて重量確認、分包の間 不足。病棟も今までの分３だったのでそのまま思い込んで、内服していた。
違いのみだったので、そのまま内服となる。分３になってから痙攣棟の副作用なし。
２カプセル／1回の指示を1カプセル与薬
確認不足
２ルートからの輸液施行患者の輸液速度を取り違えていることに日勤看護師が気づいたが、その 的確な判断と処理、情報の伝達・連携と情報共有化のあり方の問題。 チェックの仕組みの問題。
場で直さず準夜勤看護師へ引き継いだが、準夜勤者は日勤者が直したものと思い込み、そのまま
で輸液を続け、深夜勤務看護師への申送り時点で速度が直されていない事に気づき輸液速度を
直した。
A階の経管栄養の患者とB階の牛乳を温めて提供する患者に 逆につけてしまったことを病棟から つける際に、経管カップの蓋を開けて中身を確認しないで 外から見た色で判断してつけてしまっ
指摘されたこと。
たこと。
２階の窓ガラスを清掃中三脚を使用していた。すると、患者が三脚に急に上ってなかなか降りてい このところ落ち着かない状態であった。看護師室でも涙は流さないものの泣いていた。過去にも好
ただけない。その後、薬局の服薬指導をしている職員に向かってどなっていた。不穏状態であっ 意をもっているだんんせいに親しくしている女性に対して激しい憎悪や嫉妬を持ちトラブルを起し
た。リーダーに報告し看護師室に連れて行っていただく。
ている。
○階食堂の清掃中、窓下の本棚に延長コードが置いてあるのを発見した。精神科であるため、自 前日使用した際、職員が片付けるのを忘れた。使用後の確認が不十分だった。
傷他害行為に使用されていしまう恐れがある。
A階病棟入院中にバイパス術のICをされており、その間B階病棟へ転階となってた。手術の為再度 医師間、他科との連携
２階病棟へ移る当日手術の予定が入っていないことがわかり、転階せず。再度手術待ちとなって
いたが、先日３階病棟でのインフォームドコンセントで、血管がもろくなっているため出来ないと伝
えられる。今後退院の方向を示されたが、家族は「何故こんなに日にちがたってそんな話になるの
か。」「見捨てられた感じがする」「今後どうしていいのか分からない。」等MSWへ涙を流しながら憔
悴しきった様子で言葉少なに沈黙も含め１時間にわたり語った。また今後の生活（食事、活動）に
ついても「どうしたらいいんでしょう」と全く考えがつかない様子であったとMSWはアセスメントした。
2件目の手術の入室を手術室から病棟に連絡しないといけないのに連絡忘れ。
後で連絡しようとして忘れる
２才となる児に対して内服薬（去痰薬）の処方がされていた。内服薬の日付・時間の間違いを防ぐ 内服薬の内容、与薬する日付、時間を確認したと自分では考えていたが確認が不十分であった。
ために内服薬の袋１つ１つにあらかじめ与薬する日付と時間が記載されていた。準夜勤務の時、
本患児を受け持ち指示されている内服薬の内容、時間を確認して与薬した。しかし日付を確認し
たつもりで正しく確認できておらず次の日の準夜でいく予定の薬を与薬してしまった。深夜勤務の
スタッフが内服薬を深夜で与薬しようとした時に準夜の内服薬が残っていたため間違いに気付い
た。本患児は毎日同じ時間に同じ内容の薬を与薬されているため児への影響はなかった。
２歳１ヶ月の小児にプロトピック軟膏0.1％（成人用）が処方されていたのに、気付かずにそのまま 忙しかったこと、ローテーションの交代後すぐでまだ落ち着いていなかったことが挙げられる。
監査を通してしまった。本来なら小児用プロトピック軟膏0.03％でないか医師に疑義紹介しなけれ
ばならなかった。
２歳の児。ベッド柵を中段まで上げて、母はテレビのある方に座っていた。児はベッドの上をぐるぐ 児は活発でベッド上でぐるぐる走る回るなどして転落の危険性があったが、看護師が注意してみ
る駆け回っていて、母が目を離した隙に母の居ない側から床に転落する。児は元気で普段と変わ ていなかったため、ベッド柵の確認をしなかった。
りない。医師に診察してもらい、頭部をアイスノンで冷やした。
２歳小児科入院患児。心電図へ検査後、迎えに行くと、点滴が止まっていた。ポンプの電源を切 完全な確認不足。なお、体調不良、寝不足でもあった。
り、自然滴下にするのを忘れていた。ポンプにつなぎ、輸液早送りするも、閉塞アラームが鳴り、帰
室後フラッシュするも、完全に閉塞してしまっていた。
２時、４時の巡回時には問題なかったが、５時３０分の巡回時ルートの接続が外れており、血液が 患者自身ルートなどにあまり意識がなく自己管理がなかなか難しい状況であり、接続部分が体動
逆血していた。すぐにルート交換し対応した
などにより緩んだ可能性があった。
2時、同室患者よりナースコールあり、「転んだらしい」と。ベッド脇のポータブルトイレに行こうとし ここ数日で自力歩行が可能になり、日中は自室トイレまで自己にて行けており、夜間はナースコー
て自分で起き上がりトイレに座ろうとしたら転んだのだと。本人はどこも打っていないと言い、全身 ルするよう伝えていたが柵は3点柵であった。自分で行けると思い、ポータブルへ行こうとして転ん
観察するも打ちみ様の内出血等見られず。バイタルサイン著変なし。痛み言われず、足、手の動 だとのことから、夜間は照明も暗く周囲や足元の環境も見えにくかった為転倒したと考えられる。
き良好。主治医に連絡し、上記の旨伝えると異常があれば報告し、今は経過観察してくれたらよい また、看護者側も自力歩行可能になってきており、危険に対するリスクを意識していたにも関わら
と。
ず、本人の拒否で柵を外していたり、固定していなかったりしたのも原因であると考える。

改善策
食事をしている患者が確実に配膳されているか確認する。
チーム内でみんなわかるように看護オーダーに入力しておく。カルテ整理の際、指示をもう一度確
認する。
29日昼食時師長より患者に話をしてもらいそのような行為をした方、目撃した方に名乗り出てもら
うようにした。不満などがあれば話をしようと声かけしてもらった。
カルテを見て確認すべき 指示をしっかり受け確認する
与薬に関する業務内容検討中。
説明を理解されたか否かは、個人差があるので、確認が必要である。 口頭説明のみでなく、あと
で確認できるものを残す。（必要事項を記載したもの等）
処方箋の確認徹底。さらに、ワークシートで、一覧表確認の徹底。

薬剤部に報告。 内服薬管理手順の遵守。 スタッフへ類似薬剤の周知。

処方箋をよくみて調剤
調剤・監査・内服セット介助時は、処方箋と照らし合わせ示唆呼称確認する。
確認のルールを、守る ワークシートを確認する
誤りを発見した場合の対処手順と対処後の正確な情報伝達並びに受け側の確認徹底。

数種類の経管栄養剤や牛乳を温める際には、それぞれを流動カッフに開けて後、ラップをしてそ
の上に入っている物の名称を書き 区別するように変更する。
看護で把握した情報を共有して服薬指導などの場所を考慮していく。
一つの仕事が終わったら最後に確認を行う。一連の確認作業を習慣づける必要がある。
患者、家族に不安を与えぬよう手術実施について適切なタイミングで説明をして欲しい。また今
後手術日程についてこのようなことがおきないようなシステムを検討してほしい。医師の連携に問
題があります。本例の場合手術をしないほうが適切であったと思いますが、説明不足であったと思
います。

連絡は決まり次第すみやかに行う。
与薬する前・後には落ち着いて日付、時間、内容、量を確認していく。

プロトピック軟膏0.1％（成人用）の調剤棚に「年齢確認！！」と注意書きを貼り、錠出しする人にも
気付くようにする。処方箋の薬品名が現在は「プロトピック軟膏5ｇ（0.1％）」を「成人用プロトピック
軟膏5ｇ（0.1％）」に変更してもらう。
入院時にベッド柵を上段まで上げるように説明する。 入院時オリエンテーション冊子を改正する。
入院時に受け持ち看護師が体温表にチェック欄をつくり、オリエンテーションが済んでいるか分か
るようにする。
忙しい時にも確認を徹底する。指差し確認と声だし確認を指示した。

すぐに、エラスチコンをもちいて、接続部分をさらに強固にした。また、患者にもさらに説明をおこな
い、巡回なども増やし、医療者の意識を高めていく
患者様にはトイレに行く時は必ずNsコールで呼ぶようしっかり伝え、ベッド柵は4点柵とし、紐で固
定させて頂いた。ポータブルトイレの位置はできるだけベッドへ近づけ、トイレ時はベッド備え付け
の照明を付け、足元の環境を整えた。本人は柵をつけることで閉じ込められるような感じがすると
柵を拒否されていたため、できる限り本人の排尿ペースをつかんでこちらからポータブルへ誘導す
るようにしていくよう心がける。30分ー1、2時間おきと排尿ペースにムラがあるため、できる限り早
めに訪室していく。
２時２０分、経験２７年目の看護師が看師婦詰所にて看護記録中、内科入院中のＡ氏（８７歳）が １ 眠剤を服用していた。 ２ 大腿骨骨折の術後で筋力低下があった。 ３ すべり止めのマット １ スタンディングバーの設置の変更 水平を垂直にする。 ２ 転倒の危険を再度指導し ナース
転倒していると同室者の患者から連絡を受け訪室、ベッドとポータブルトイレの間にしりもちをつい につまずいた。 ４ 排尿時にナースコールを押さなかった。
コールで知らせてもらう。 ３ 眠剤の影響について指導する。 ４ 訪室回数の増やす。 ５ 排尿
て倒れているのを発見、ベッドにひきあげる。
パターンを把握し声かけを行う。
２時２０分頃物音がしたため、訪室するとベッドの足元に座り込んでいた。移動中に転倒した様子。 杖歩行で移動時も歩行フリーとなっていたが、年齢に伴い身体・精神能力も低下してきていること 認知力の低下もあり、すでにステーションに近い部屋へ移動。ナースコールを押すように指導して
医師に報告し、バイタルサイン測定等実施。様子観察。移動時はナースコールを押してもらうよう を、充分考慮したかが問題。
も期待は薄い。４点柵は拘束になるため、今までどおり２点柵で、活動時の確認がしっかりととれ
説明し、当直師長に報告した。
るように枠に鈴をつけ、注意深く見守りと観察を続ける様、スタッフへ指導した。
２時３０分 ポータブルトイレへ移動中にベッドサイドにて転倒。日中は歩行してトイレを使用。（歩 眠剤は服用していない。移動時はコールするよう説明しているが今回コールは使用していない。 夜間はポータブルトイレ使用のため、使用しやすい配置に設置する。また設置の確認をする。 移
行状態は安定している）
動時はコールするよう再三説明を行なう。
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具体的内容
背景・要因
2時30分ナースコールあり訪室すると蒸しタオル希望する。Ns室から蒸しタオル持って行くと、患者 準夜に不眠時薬を内服していたこと、目覚めてすぐ起き上がったことが要因と考えられる。
がベット下に横になっている。「落ちた」と言う。外傷なし。痛いところもないという。
2時30分頃眠れないとナースステーションまでやってきて、頓服で出されていたベンザリン(５)が欲 患者に内服薬を自己管理させていたため 睡眠薬を内服しても入眠できなかった
しいとの訴えがあった。カルテを確認すると○月19日に7日分処方されていたため1日１錠飲んだと
計算すると、2日前にはすべてなくなっている計算になったので、病棟当直に連絡し、緊急で処方し
ていただいた。内服薬を本人の病床に届けに行ったところオーバーテーブル上にレンドルミン(5)が
15ｔ置いてあり、聞くとこの薬は入院以前にもらったもので、それを飲んだが眠れないので薬が欲し
いと言われた。主治医に連絡すると、アモバン１t内服と指示をいただいたので、再び渡しに行くと
「寝る前に１錠飲んだけど眠れなかったから30分くらい後に５錠まとめて飲んだ。それでも効かな
いって変だよね？」との発語あり。アモバンを回収し主治医に連絡したところ精神科医師に連絡す
るよう指示されたため、精神科医師に連絡、報告した。デパス(1)1錠内服指示をいただいたため
持っていくと、入眠中だったため内服せず様子見とした
２時４５分に病室前の廊下で、トイレ歩行中の患者が前傾姿勢となり、そのまま腹臥位の状態に転 ・夜間で廊下が暗かった。・履物をしっかり履いていなかった。・夜間もトイレ歩行していた。
倒した。顔・頭は打撲しなかったが、腹部と両膝を打撲した様子あり。その場にすぐに行き、声を掛
けると意識は明瞭で自力で立位となった。疾患から内出血や血腫形成する恐れあり、外傷がない
こととバイタルサインを確認。時間を置いて別の看護師が更に外傷の有無を確認した。患者はしっ
かりと履物をはいていなかった為、つまづいたと話していた。医師には日勤になって報告し、診察
の結果骨折などはないため、湿布貼用し経過を見た。
2時５０分頃ナースコールあり、点滴が空になっていたため、点滴（ST３号５００ｍｌ、ネオフィリン５ 1時頃の巡視時、ポンプが３０ｍｌ／ｈだったのを確認していた。2時ごろナースコールがあり、訪室
ｍｌ）を準備しポンプを確認すると、流量が指示量が３０ｍｌ／ｈのところ２３０ｍｌになっていた。３０ｍ すると、母より「詰っていたみたいで停止を押して開始を押しました」と報告あり。再度自然落下確
ｌ／ｈに戻し、バイタル測定し医師に電話にて報告する。ST３号５００ｍｌに変更し、３０ｍｌ／ｈで様子 認しポンプにセットしたが、ポンプが３０ｍｌ／ｈになっているのをみたつもりだったが、２３０ｍｌ／ｈ
観察とする。７時になくなる予定だったため２時から2時５０分位の間に２３０ｍｌ入っていたことにな になっていたことに気付かず３０ｍｌ／ｈだと思い込んでいた。
る。
２時５０分頃同室者よりＡ氏の様子を見に来て欲しいと連絡あり。訪床すると、体幹の抑制がはず 観察不足 抑制が不十分
れており、両下肢を足元側のベッド柵の隙間より床の方へ出していた。
２時９分に出生した児。２時間後チェックにてバイタルサインチェックを行ったが、その時には気付 ２時間後のチェックの時に、ダブルチェックを行わなかった。 児の外見上の観察が不十分であっ
かなかった。９時過ぎ日勤者が児の右副耳と左頚部の腫脹に気付いて医師に報告した。翌日、小 た。
児科受診し、将来的には形成外科等で除去可能である事を両親に説明した。
２時に抗生剤の投与の指示があったが、隣のベッドの患児をあやしていて離れられず、先輩看護 隣の患者で手が離れられない時間が、長くなってしまった。
師があやすのを手伝いに来てくれた時は、開始予定時刻を４５分も超過していた。
２時に訪室するとポータブルトイレに移動しようとし、力が入らず床に座り込んでいた。打撲痛な
麻薬にて疼痛コントロールを行なっているため、副作用として精神神経症状（幻覚・ふらつき）が現
し、本人「夢をみて寝ぼけていたみたい」と弁あり。
れ床に座り込んだと思われる。また筋力低下も考えられる。
2時のミルク注入前大泣きしていたので 早めに用意して注入開始する 手の抑制はしてなかった 大泣きしていたので早く入れてあげようとして 手の抑制無いのに側を離れた 乳首で安静保てると
が、乳首をあてると上手に吸っていた為、そばを離れる 隣の児を終えて見たときは大丈夫だった 判断した 人工肛門造設しており 正確な量のミルクが必要ということが頭に不足していた
もう一人経口哺乳を済ませて側にいくとゾンデが抜けてシーツに残りのミルクがこぼれていた
2時の検温時Ａラインの固定外れているため再固定。四肢抑制中だった。起き上がり動作が頻回 以前もIVHの自己抜去見られたが、抑制帯による発赤見られたためメガホンを中止していた。患者
になり、動作を制止したときにアラームが鳴り確認するとＡラインが抜けてしまった。（ICU入室14日 の病状を十分把握した上で、抑制の方法等を検討し、防止していかなければならない。
目）
2時の見回り時に自室ベッド側に倒れているのを発見。トイレに行こうとして自力で立ち上がり腰が 右上肢切断している方でバランス不良を認め、中途覚醒時のふらつきも影響したものと思われ
砕け倒れ込んだらしい。臀部、背部を打撲するも外傷はなく経過観察とした。
る。
２時の抗生剤準備時ビクシリン５００ｍｇを１０００ｍｇ１Ｖと思いこみ生食５ｃｃで溶解し、ビクシリン２ 薬品名だけ確認して、薬剤の１Ｖの企画量を確認せず、１Ｖは１ｇと思い込んでいた。他の抗生剤
５０ｍｇ施行する予定の抗生剤が実際は半分量の１２５ｍｇ施行してしまった。日勤の注射係がバ は１ｇのバイアルが多く確認を怠った。
イアルの残量を見て気づいた。
２時の時点でせん妄状態強く指示中の鎮静剤使用し様子をみた その後再度訪床したところ ２ 前日も同様にせん妄状態認めたと言う情報があり注意していた
時４０分の時点で胃管カテーテルを自己抜去されていた
２時の巡視に患者様のお部屋を訪室すると、床で患者様が眠っているのを発見。足元片側の柵は 観察不足
下がっており、そこから落ちたのか降りたかされたと思われる。本人記憶は全くないが、打撲跡や
本人痛みもない。血圧変動もなし。意識レベルも変化なし。当直医師へ報告する。本日（○／２０）
準夜帯に眠剤内服されていた。
２時は寝ていたが、３０分後訪室すると姿が見えず、ベッドとベッドの間に座り込んでいるのを発見 相手に意志を伝えることが困難。ナースコールを使用しない。患者観察不足。麻痺がある。柵が２
する。排尿しようとしてベッドから滑り落ちたとのこと。排尿後再入眠する。打撲痛なし。
本である。
２時過ぎに経管栄養者の朝食薬を準備していた時、与薬トレイを見ると前日の夕薬に内服しなけ 午前中の薬セット時は臨時薬があることを認識していた。しかし薬をカテーテルチップに詰めると
ればいけない臨時薬が残っていることを発見する。夜間、熱発なし。8時30分主治医に電話報告す きには臨時薬があることを忘れてしっまた。また今回は最終確認を怠った。
る。期限延長で内服するよう指示ある。
2時間かけて滴下させる時間注射が10分で入ってしまう。当事者が発見。主治医へ報告、患者に 感染対策のため腕時計が禁止となり、その後各部屋に時計を置いていたようだが、柱時計であり
変化はなった。
正確さに欠ける。職責者の姿勢が問われる。すぐにストップウォッチを用意していただく。また、本
人より、小児用の点滴セット以外はアバウトな滴数調節であることが判明。職責者より基本から教
育していただく。
2時巡視時は入眠出来ない様子にてごそごそしていた。2時30分クーリング交換のためオムツを外 （SHA手術後レベル回復期にあり今までルートを引っ張ったりする行為のない患者であったため
したら左そけい部CVが抜けていた。
ルートに対する配慮を怠っていた。）情報に把握 共有のあり方の問題あり
2時巡視時患者は入眠されていた。他チームスタッフにモニター監視上注意していて欲しい患者情 ・監視カメラにて患者様を観察していたが、部屋の都合上頭部しか映らず、部屋も暗かったので十
報を申し送っている際、CCU看護師から、モニターが今外れたことを聞き、訪室したところベッド柵 分な観察ができなかった。 ・四点柵でベッドに柵が外れないように固定されていた。
を乗り越え床に着地しているところを発見する。頭部打撲、外傷みられず。バイタル、モニター上変
化みられず、CCU当直に報告し様子観察となる。
２次健診において、胸部ＣＴ（Ｐ）の指示だったが、ＣＴ伝票は胸部ＣＴ（Ｐ ＣＥ）と記入されていた。 記入ミス。
2次健診の患者。採血オーダーが出て、採血の途中、血液の流出も不良となり、患者の気分不快 新採用看護師へのオリエンテーション内容の不足
もあったため、採血を終了した。採血量が不足しているのではないかと考えたにも関わらず、検査
室に連絡をせず、患者を帰宅させた。その後、検査室に問い合わせたところ、採血量が不足して
いる事がわかった。患者に連絡をして、再度、来院していただくことになってしまった。
２種持続点滴投与中、１剤が無くなり追加する際、もう1種類の別の点滴剤を思い込みで作成して 点滴更新の際確認するべき内容を怠ったことによるミスでルール違反。思い込み。
しまった。
２種類が処方されていたが１種類が投薬されなかった。
確認不足
２種類のインシュリンを１種類しか施注しなかった。申し送り時気づき主治医に報告、追加施注し 患者の治療計画把握
た。
２種類の注射薬を準備中、注射器に薬剤名を記載せずその場を離れたためどちらがどの薬品か 不注意。手順どおりにしなかった。
わからなくなった。
２種類の薬剤を準備していたところ、１種類の薬剤を溶解した注射器にもう１種類の薬剤も溶解し 決められた手順どおり行っていない。不注意と確認不足。
てしまった。注射器に貼ってあるラベルを見て気が付いた。
88

改善策
目覚めてからすぐ起き上がろうとせず、短時間座位になってから移動するよう話す。または、看護
師がタオルを持っていくまで待っていてもらうなどの配慮も必要だった。
現在内服している薬を回収し、毎回配薬にする。 内服するところまで観察し、確実に内服させる

・夜間トイレ歩行するときは、履物をしっかり履きゆっくり動作を開始すること。ふらつくときは必ず
ナースコールするよう説明した。・化学療法中の患者であり、倦怠感等もあると考えられるため、夜
間だけでもポータブルトイレ使用可能であることを説明。

家人には、ポンプは触らずに必ず鳴ったままナースコールを押してもらうようにする。必ずポンプの
流量を間違っていないか確認する。

抑制が必要な患者には効果的に行う。 巡回を頻回に行い、抑制が外れていないかどうか確認す
る。
出生２時間後に間接介助者が児の観察を行い、ダブルチェックをする。
早目に助けを呼んで、時間内に薬剤が投与されるようにする。
今後も麻薬による精神神経症状が現れると思われ、転倒リスクが高くなる今後頻回な訪室夜間”
ウーゴ君”装着も検討していく。
乳首を与えるのではなく、気付いた時点で手にグローブをしておく 又乳首を与えるだけでなく抱っ
こして児が落ち着いてから側を離れる ミルク注入中密な観察が必要
体動を予測しＡラインチューブにゆとりを持たせる。長期ｽﾄﾚｽ下にあり効果的な鎮静方法を主治
医と相談。抑制帯の工夫。
自室のポータブルトイレを設置していたがそこへ転倒した。夜間の観察回数を増やす必要あり。
基本的な注射準備時の３回確認の行為を行うこと。寝不足や慌てていた、などの情報もあること
から生活の自己管理も注意を促した。
鎮痛剤使用したため効果については疑問もあり頻回の訪床をする
睡眠導入剤を服用された患者様は頻回に訪床して観察する。

看護計画を具体的にし周知徹底する。環境を患者に会わせて具体的に行う。排尿は時間誘導し
ていく。
臨時薬の把握（毎回セット時に薬の内容の確認）、セット後トレイの確認
滴数早見カードを作ることにしました。計算できない人もいるようなので・・・。

自己抜去のリスクの予測できる患者はパジャマをきちんと着用させるなど手の届かないよう配慮し
ていく。情報交換をする。
・詰め所の近くにベッド移動し、物音や言動が聞こえやすいようにする。 ・監視カメラに映るよう、
ベッド位置を考慮する。 ・ベッド柵は3点柵にし、ヘッドギアやセンサーマットを使用していく。
伝票とカルテの確認を確実にする。
指導の徹底と疑問に思った時に直ぐ相談する事を指導した。

忙しくても、患者の安全性を第一に考え、マニュアルに沿って確認していく。
亜予報マニュアルの周知徹底
施注する前必ず確認する。
手順どおりに行う。 ２種類以上の薬剤を同時に準備する場合は、１セットずつ行い、まずは注射
器に薬品名を記載してから処方どおりに調合する。
師長が薬剤準備手順を再度、本人と確認しながら指導した。
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具体的内容
２週間に１度の採血をとり忘れ
２重に曝射されたフイルムを受診科外来へ渡した。
２錠１×の薬剤を１錠１×で調剤してしまった。 病棟で（看護師管理）２錠ずつ配薬してあるので
患者へは問題なし。
２錠２×、６０日分の指示を、１錠１×６０日分と思い込んでしまい、 半分量の６０錠しか払い出さ
なかった。後日、患者本人から、薬剤が不足しているとの電話連絡を受けた。
○診察場から依頼のない人の結果が印刷されたとの報告があり、確認したところ、○階の患者さ
んの結果であったことに気付き、依頼科を変更し報告書を再度提出した。

背景・要因
思い込みによる確認不足
撮影前に別の患者の写真が写っていることを見過ごしたため
日曜日でひとりだったのでダブルチェック出来なかった 確認が不十分だった 処方せんが二枚あ
り二枚目には処方がかかれてなく番号だけで 一枚目を見ながらの調剤だった
薬剤の用法、用量に対する思い込みが強く、処方内容をよく確認しなかった。

改善策
カルテ等を確認する。
作業前の確認を徹底すること。
日直のとき確認は何度もする。 処方せんが２枚にわたっている時は処方番号を切りなおして新た
に書いてもらう。
処方内容を理解し、十分確認し思い込みをなくす。

○階の患者さんの入力番号が｢１２｣で診察場の○診察場の入力が｢２｣のためキー操作であや
思い込みによる確認ミスがあることを再認識して充分注意する。
まった可能性が高いと思われる。また人を替えて入力を再チェックしているが、その際も確認漏れ
してしまった。入力項目の入力ミスが多いためそちらに注意が集中し、その他の項目の確認が漏
れたと思われる。
普段から、歩行時足元不安定でバランスを崩される事がある。
杖歩行にて、独歩されているが足元不安定のため、見守りを行う。 焦らない様な声かけを行う。
視野に入る範囲内（少人数）で誘導を行う。

２人の介助で３人の利用者を誘導していたが、１人の職員が電話の応対で側を離れた。もう一人
の介護者が２人の利用者をエレベーター内に誘導し、次に当該利用者と思い声をかけたと同時
に、ふらつき尻もちをつかれる。痛み強く、歩行不可の為、整形受診し、レントゲンの結果、右大腿
転子部骨折が判明。
2人の検尿一般検査を実施後、1人は沈渣の依頼を消し他の1人は沈渣の検査実施する結果と
測定器の結果表示画面での確認作業が徹底されていなかった為と依頼削除時に一般検査結果 朝の仕事が集中する時でもひとつひとつの仕事を確認しながら確実に行う事の徹底。
なった。 本来沈渣の依頼を削除する人を沈渣の検査に進め、沈渣の必要な方の依頼を削除して を確認するが、他の人がパソコン作業中に割り込んだ為焦っていて充分な確認作業が行われな
しまった。 検尿担当者が一般検査のデータを見て不信に思い発覚した。 時間的に発見が早期 かった。
だった為診療への影響は無かった。
2人受け持ちをしており、7時の点滴を6時に作った後、ベッドサイドに持って行き支柱にかけるまで 思い込み
直前確認は、間違い防止に有効
他の患者の点滴だという事に気付かず10分ぐらい後に気が付いた。点滴を施行する前に違う患者
のものだという事に気がついて正しい患者に点滴を施行した。
２人同じ採血指示の患者が見えたが朝方慌てており、しっかり確認せず採血してしまった。２人と 病院のマニュアルにもある、１患者１トレイのマニュアルが守られていない。
マニュアルを再確認し、決められたルールを守るようにする。 患者への確認をしていただけるよう
も手術後チェックの採血であった為、心配になり、検査科に問い合わせ、その日の回診医師の報
に、スピッツを見せて名前の確認をしてもらう。
告、再度採血を施行した。患者には「申し訳ありませんが、もう一度採血させてください」と話し、拒
否なく採血させていただいた。
２人分の点滴ボトルの作成をした際、作成し終わっているボトルに、２人目の別の患者の薬剤を混 ２人分を同時に並べて、調剤した。
一人分ずつ調剤する。
合してしまった。すぐ気づいて、作成しなおした。
２日０時より持続点滴ポンプ設定30ml/hより32ml/hへ増量。３日２時ポンプ設定30ml/h担っている ２日何度も閉塞アラームなり,ポンプを変更したり,アラームのたびにポンプを触っている為、その何 点滴追加時、巡視時に決められたチェックを正しく行う.
こと発見。症状はなし。
処かでかわってしまったか.また、日勤で点滴交換時,流量確認していなかった。そこで流量を確認
していれば,そこで変わっていたことに気づけた。確認不足.
２日間排便なく、本日浣腸日であった。朝、情報収集時、記録時、カルテの排泄チェックの項目を 熱型など数値だけを情報収集していた。
熱型など数値だけを情報収集するのではなく、排泄欄やチャートの部分では○や×だけを見るの
チェックしていなくて最終１５時３０分リーダーだったためチェック表を確認した際に浣腸していない
ではなく左側の項目と合わせて情報を取る。
ことに気づく。
2本あった検体を一人のひとの検体だと思い込んだ。
思い込み
検体をよく確認する。
２本ある点滴が終了後ヘパリンロックするが１本で終了と思いロックしてしまった。
患者の治療計画の把握
思い込みで行動せず指差し呼称を徹底する。
2本の点滴を予定していたが、申送りが適切に行われなかったため夕刻になって、滴下されていな 後任者への誤った申送りが行われたため
適切な申送りの実施指導
い点滴ボトルが確認された。直ちに医師へ報告し、滴下指示に従い実施した。
2本目の点滴を追加しようと、CPオーダーを確認したところ、指示と違うものが準備されていた。前 夜勤帯での指示変更が担当医師の場合多い。
職場で検討。声だし確認の喚起。
日準夜勤務帯で指示変更を医師はしたが、看護師に伝わっておらず、深夜勤務の看護師が見落
とし、早番注射係も見落とし、前日の指示のまま1本目を実施。2本目実施時に発見、指示のもの
へ変更した。
２名の外来患者(夫婦)のカルテに処方箋をつける際に、事務職員が互いに逆の処方箋をカルテに ・多忙であった ・確認不足
・確認の徹底
つけてしまい、外来でも医師が気づかずに処方を書いてしまった。薬局にて、二枚の処方内容が
逆ではないかと気づき発見に至る。
２名の患者が並んで食事をしていた。患者Ａは痴呆症のある患者で流動食、患者Ｂは痴呆症のあ 患者Ａ，Ｂともに痴呆症があり理解力の低下があった。患者Ａと患者Ｂの座る位置が近く、患者Ａ 看護師は、患者の座る位置を患者の理解度や食事内容を考慮して決めるようにする。看護師は、
る患者で常食を摂取していた。看護師が目を離しているときに、患者Ａが患者Ｂのトレイから固形 が座っているところから患者Ｂのトレイに手が届く位置に、患者を座らせた看護師。看護師は、患 痴呆症の患者からなるべく目を離さない。
物を手で取って口に入れたが、飲み込まずにトレイに出していた。食事の様子を見に来た看護師 者の座る位置を決める際、どのような事故が起こる可能性があるかを考慮していない。安易に患
が発見した。
者の位置を決めたこと。当直帯の事故で、スタッフの人数が少なく、患者に目が届きにくい。
2名の患者の胸部写真を撮影後、Drが読影時にフィルム対象者が明らかに違うと思われるフィル 業務手順・ルール、チェックの問題
最終的に撮影前の患者本人確認の徹底 患者参加型の確認
ムに同じ氏名が貼られていることに気付いた。放射線一般撮影室に問い合わせて患者間違いが
発覚した。最初の患者を撮影した時に、間違って別の患者の照射録を処理してしまったこと等が
考えられる。 患者への影響は、誤診に繋がる恐れが発生
2名の患者に採尿の指示あり。検体容器を渡し採尿してもらった所患者名の違う容器を渡してしま 確認不足
患者に容器を渡す場合には、検体ラベルを再確認する
い､検査データから患者間違いが発見された
2名の患者の混注をする時に､補液を間違えてそのまま患者に接続．担当医師から補液の間違い 確認不足
確認のルールを守る ＰＤＡを使用する際同時にラベルも確認する
を指摘された
2名の患者の与薬準備をした。モニラックを薬盃へ注ぎ分けB氏の薬袋の前に置いた。薬盃には、 ・ベッドサイドで処方箋で氏名・内容を確認するつもりで持参したのにモニラックは怠った。事前に ・形体の違う内服薬も必ず処方箋と確認をする。 ・容器には、氏名ラベルが貼っているので、注ぎ
名前なし。A氏の与薬に行った際処方箋と照合しないでモニラックを渡してしまった。「初めて飲む 準備する時に確認したことで大丈夫と思い込んだ。 ・モニラックのみ氏名のない薬盃に入れてい 分けずにベッドサイドに持参し、処方箋で確認しながら薬盃に注ぎいれて手渡す。
なー」と患者から言われ間違いに気づいたため、服用せずに済んだ。
た。
２名の患者にアイスクリームを付け忘れた。
人任せにしてしまった為。
人任せにせずに自分で確認する。
２名の看護師で注射箋をチェックしたが夕方に投与するガモファーを朝に投与した。注射箋に実施 注射箋のダブルチェックをしているが確実に実施されていない。ガモファーは朝、夕実施するとい 注射箋を５Ｒを確実に確認する。ダブルチェックをどのように行なうかの教育を徹底する。
サインをする際に夕方にに投与することに気づいた。
う思い込みが発生
2名の血液を採取、スピッツに入れ間違えて検査に提出．データで間違いを発見した
確認不足
思い込みをなくす
２名分の薬と経管栄養食を準備し、Ａ氏のベッドを訪室。Ａ氏にＢ氏の薬を注入。半分注入したとき ２名分の薬を同時に持参したこと：ルール違反。 注入時に処方箋で確認しなかった：ルール違反 １名ずつ実施する。ルールを遵守する。
に間違いに気づいた
2名分の臨時処方箋を受け取ったが、そのまま調剤をせず、調剤済みの印を押して医事課へまわ 臨時処方箋を受け取ったとき、その看護師と当日の研修会の話をしながら、いくつかの作業を平 いくつかの作業を平行して行なうことは多々あるが、それらの作業ひとつひとつに細心の注意を
してしまう。翌日、臨時薬が出ていないことに気がついた病棟看護師より連絡が入る。その日は病 行して行なっており、約5分後に研修会に参加するため作業を片付けることへの注意力が散漫に 払って行なって行きたい。
院休日で薬局が休みだったため、当直医にその日1日分を処方してもらい、翌日薬局で残りの分 なっていた。
を調剤した。
3.5時間目のチェック抜かりあり。 透析中の異常に気付くのが遅れる可能性あり
業務手順、ルール、チェックの問題
受け持ち看護師、技師の確認強化
3.5時間目バイタルチェック時にコンソールの下が濡れているのを発見。確認すると、オンライン用 医療材料の保守管理の問題。現在オンライン補液部分の接続部に、エクステンションチューブの 現在、材質の検討を行なっている。 また、他の方法がないか業者に問い合わせ中である
補液回路接続部に亀裂あり、少量ではあるが、液漏れを発見した。 透析を一時中止し、体重を 接続部分を代用している。交換時期は月1回であるが、今回初めてこの「亀裂」を体験した。考えら
量り直しライン交換し再度開始した。 患者への影響は、気づかなければ加除水になる。また時間 れる事は、複数回の消毒、洗浄に耐えられず起こった事例と考えられる。外部（機械の中ではな
的影響と、不安を与えた
い）にある部分なので、発見は早いが改良の余地はある
○/3日 入院となった患者A氏のｶﾙﾃに主治医が記載しようとした時カルテの中身が患者B氏の記 外来看護師は医事へカルテを返却する際に、情報を伝達していない。しかし、カルテの中身の記 医師と外来看護師及び医事係との連携（情報の共有）。ｶﾙﾃ収納時は中身まで点検して整理す
載に気づいた。患者Bは2/27、救急外来受診後、入院となり病棟まで案内する。しかし、不穏強く 載までは気づかなかった。医事担当者は、カルテ収納時にカルテ１枚目の表紙は気づいて破棄し る。
入院とならなかった。外来看護師は夜間、再来院の可能性を考え、処理せず医事に伝達せず急 ているが、医師が中身まで記載されているとは気が付かなかった。医師は記載していることを外来
患ｶﾙﾃと共に返却した。医事はｶﾙﾃ収納時、表紙のみ外し処理をした。
看護師に伝えていない。
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具体的内容
背景・要因
改善策
3:00 見回り時に患児の体周囲のバスタオルやシーツが濡れており、よくみてみると輸液フィル
輸液フィルターが不良であった。
作成時の点検、更新後の点検を確実に行なう。
ター部分から輸液が流れていた。当直医に報告。同じ組成で作成する指示があり。準夜勤務者が
作成後、深夜勤務者とダブルチェック後更新した。
3：00患者より心窩部痛の訴えあり、ワークシートに記入してあった指示の「心窩部痛時：マグテクト 本人の処方がなく、病棟のものを使用してしまった為、薬液の容器に用量の記入がなかったこと。 きちんとカルテを確認し、正しい用量を与薬する。
10ml」使用する。この時、患者本人のマグテクトの処方がきれており、病棟の冷蔵庫にあるものを カルテを確認できてなかったこと。
使用する。5：00ナースコールあり、再び心窩部痛生じてきた為、次の指示の「アタラックスP 1/2A
筋肉注射」を使用する。毎食前にマグテクト10mlを内服している為、部屋をまわる前に準備をする
が、準備のときに使用している「患者名・薬品名・用量」を記載している用紙を見ると「30ml 食前 3
ｘ」と記入してあり、マグテクト30ml準備してしまう。この時も病棟のマグテクトを使用する。
３：１５巡視に行った時は入眠していた。３：３０に物音がしたため訪室すると、ベッドサイドに患者が ベッド柵の確認をしていなかった。必要時はナースコールの連絡を患者に説明しておくべきであっ ＡＤＬの制限があり、患者自身は動くことは可能と思っていたらしく、よく説明を行い、観察確認を行
すわりこんでいた。ベッドへ戻しバイタルチェック。四肢の動きや疼痛のチェック。主治医に報告し た。
うように皆に指導した。
経過観察となった。
3:20頃、同室患者のｺｰﾙで訪室し、ﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞに倒れている患者を発見。ﾄｲﾚに行こうとしてﾍﾞｯﾄから 転倒・転落ｱｾｽﾒﾝﾄｽｺｱ評価及び予防策の検討していない。又、家族へﾘｽｸを含めた説明ができて 転倒転落ｱｾｽﾒﾝﾄｽｺｱを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。（排泄ﾊﾟﾀｰﾝを
降りようとした際に転倒。右臀部をﾍﾞｯﾄ足元の柵で打った）
いない。２２：００頃、ｱﾓﾊﾞﾝ服用され、覚醒後の歩行中の転倒である。
掴んで誘導する・排泄後の眠剤投与・ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整備、家族へのﾘｽｸの説明）
３：３０頃、女子トイレ付近で物音がしたため、訪室すると、当患者がトイレから出てきた。トイレに 肝不全にて腹水、浮腫があり、体動も緩慢だが、杖歩行は行っていた。 入院時は病棟の一番奥 左大腿部打撲部位に対し、湿布を貼用した。 移動時はなるべくナースコールで知らせるよう、
行く前に、上手く起きあがれずに、足が滑ってしまって、ベッドから落ちてしまったと患者から報告 の病室、六人部屋の真ん中であったが、数日後、トイレに近い病室の端のベッドに移動していた。 ナースコールの必要性の説明を行った。
がある。 患者は肝不全により、腹水貯留、下肢浮腫はあったが、杖歩行にてゆっくり、歩行してい ポータブルトイレ設置を促したが、トイレへ行くと言ったため、ポータブルトイレは設置していなかっ
る状態であった。足を打ったと話したため、確認すると左大腿部外側に５cmから６cm程度の皮下 た。 又、移動時はなるべく、ナースコールで知らせるように伝えていたが、トイレへ行くときはナー
出血があった。
スコールせず、杖歩行で移動していた。 ベッドは患者が端挫位で床に足がつく高さにはしてい
た。 ベッド柵は左側は２本、右側は降りるために１本していた。
３：３０巡視で訪室。患者本人よりポータブルトイレに座ろうとして転んで頭を打ったと報告あり。外 部屋が真っ暗で足元が見えない状況であった。薬剤の影響（デュロテップパッチ）
患者への薬剤の説明。夜間ベッドサイドの適度な明かり
傷なし。バイタルチェック。４時に訪室。変わりがないか聞くと、「頭がふわふわしむかむかする」と
のこと。当直医に報告。様子観察の指示。翌日主治医に報告。
３００ｍｌ／８ｈ以下でラシックス２ＡＩＶの指示と申し送りで聞いていたが、カーデックスで確認すると カーデックスへの記入漏れ。
カーデックスの最終見直し。
１６時は２Ａと書き換えられていたが０時と８時は１Ａと記載されていた。カルテ指示を確認すると、
２Ａの指示だった。カーデックスの書き換えをした。
３０日分の処方を３日分しかオーダーしなかった（３→０と入力したがあとの０が認識されなかった） オーダ端末の性能の問題
オーダ端末の性能を上げる
31日外泊後、昼過ぎ家人より、昼食後に分包しているとアムロジンの数が足りないが、毎食後で 確認不足
合っているかと電話あり。薬袋には毎食後と書いていたので昼食後も内服したと話す（正しくは朝
食後）。 主治医に報告するとともに、指示簿で朝食のみであることを確認後電話でその旨伝え
る。患者の状態に変わりがないか家人に聞き、様子観察を依頼した。帰院後、状態に変化なかっ
たこと確認。
３４週０日ルテオニン３Ａ３５ｍｌ／ｈで点滴を行っていた患者。シャワー浴後に点滴再開する際、点 点滴の滴数が申し送りのみでしか送られず、患者の輸液ポンプの値が消えてしまうことで不明と
滴の滴数を３Ａ３６ｍｌ／ｈで良いかと思いこみ、患者と滴数を確認して再開した。（１２：２０）検温時 なりやすい。→情報の伝達に問題
（１３：３０）脈拍１２０ー１２３あり、本人動悸の訴えなし、頭痛なし、モニタリングにて腹緊なし、担当
者に脈拍報告時記録上３Ａ３５ｍｌ／ｈで行っていたことを知り、担当者にすぐ点滴の滴数を３Ａ３５
ｍｌ／ｈに下げてもらった。（１３：５５）１６：５５脈拍１０９腹緊なし、症状軽減す。本人も滴数が間
違っていたことはあまり気にとめていない様子で、副作用も出なかったことが幸いであった。
34週の挿管している児で、呼吸状態がおちついており今月末に抜管予定だった。朝の採血後啼泣 技術不足 観察不足
しておりその後SpO2５０～６０代に低下し、ｱﾗｰﾑが鳴ったため児の所にいった。啼泣しており、体
動がさかんで口から多量の分泌物があふれていた。ﾁｭｰﾌﾞを固定していたﾃｰﾌﾟは分泌物で湿って
おり、容易に剥がれてしまった。抑制と挿管ﾁｭｰﾌﾞの長さを確認したが指示通りであった。しかし、
SpO2５０～６０代に下がることが多く、呼吸器の酸素をあげるが回復しなかった。Air入りも悪かっ
たため、近くにいた医師、メンバーに報告した。医師にて用手換気を施行したが、SpO2回復せず、
胸の上がりが悪かったため、計画外抜管を疑い抜管となった。途中心拍４０代SpO2５０代まで低
迷することもあったが酸素使用し回復したため、酸素３０％、Ｎ－ＤＰＡＰ管理となった
３５日分処方するところを５日分しか処方しなかった（３→５と入力したが３が認識されなかった）
オーダ端末の処理能力の問題
37度代の発熱が見られていた。本人希望にて半介助にてポータブルトイレに移動させる。ドスンと 排泄時、その場を離れた。
いう音がしたため訪室すると、ポータブルトイレの横に座っているところを発見。本人によると、下
痢気味でベッドに戻ろうとしたら再び便意を催したため焦ってポータブルトイレに座ろうとしたところ
転倒したとのこと。
３９度まで発熱し、座薬を希望された。座薬挿入時に間違えて膣に挿入してしまった。主治医に報 慌てていてよく部位を見ないで挿入した。
告した後、患者様へ座薬は粘膜から少しずつ吸収されていくことを説明する。
○Ｆ病棟への配茶用のヤカンの中にカラーマグネットが入り込んでいた
磁石のため分からず
○階の一般病棟から、Ａ氏をおろすとの電話があったが、放射線室にはその時Ｂ氏の照射録しか Ａ氏をおろすという電話をうけたときフルネームで聞いておらず、しっかりした確認（照射録とてらし
なかったので、Ｂ氏だと思い込みそのまま撮影。Ａ氏を撮影する段階になって、看護師からＡ氏は あわせるなど）をしなかった。Ｂさんがくると思い込んでいたため、患者さんに名前の確認をするの
撮影したとの指摘をうけ発覚した。
を怠ってしまった。
○階より転棟の患者。胃管カテーテルの先に三方活栓がついていたが、注射用のブルーのもの マニュアルを守れていない
だった。間違いやすいので赤い三方活栓に交換した。
○階病棟廊下でリハ科のDACS AFOを装着し、手すりにて歩行訓練を行っていた。担当セラピス リハ科の物品で多くの患者様が共有して使用していたが、メンテナンスを行っていなく、装具が磨
トは患者の腕を支え介助をしていた。２ｍ程度歩いた際に、一緒に訓練をしていた他セラピストが 耗していることに気づかなかった。 装具後方のネジ部分での破損の可能性があるという認識が
装具後方のネジがはずれている事に気づき、歩行を中止した。その際、患者は踵部の痛みを訴え なく、装具使用前に確認をしていなかった。
た。すぐに、装具をはずし足部を確認すると踵部に切り傷がみられ出血していた。直ちに病棟看護
婦に処置を依頼した。その後、○階病棟婦長、病棟責任者、リハ科主任に報告した。
３才１０月の小児患者に大人用のＰＬ顆粒を出したもの。 朝１服服用したが、母親は他院で看護 薬剤の処方・監査の問題点
師（リスクマネージャー）をしており投薬間違いに気付き、その後は服薬させなかった。 連絡は○
月３０日（月）で２日経っていたが異常は出ていなかった。 ＰＬ顆粒の小児用は殆ど処方されてい
なかったため、処方者、監査者ともに大人用と思い込んで処理を行ったもの。
３歳の患児。医師よりＰＬ顆粒幼児用の処方あり。１包内服後、飲んでくれないため母親が主治医 薬剤師が間違えた。 看護師が処方箋控えと照らしあわす時に、薬剤まで電話しなかった。 あ
に相談し、フロモックス小児用顆粒を処方してもらい渡す。日曜日に母親が主治医に話し、医師が れ？と思い、他の看護師と薬の本で確認したが、控えと伝票に幼児用と記載されていたので、
処方を確認すると６倍量の成人用のＰＬ顆粒だったことに気付く。患児に影響はなかった。
合っていると思い込んだ。
３歳児、母がベット柵をつけず、お茶をとろうとして振り向いた時にそのまま背中から落ち後頭部を 患者・家族無理解。
打撲する。すぐに当宿医に診察をうけ何事もなくそのままで経過観察を行う。
３歳女児、ベッド上臥床していたが、起き上がろうと寝返りを打ったところベッドより転落する。 祖 祖父母が付き添っていた為、ベッド柵がしてなかった。
父母が付き添っていた為、すぐ訪室した。前額部打撲するが、発赤軽度、痛がる様子もなく、にこ
にこしている。医師診察し、クーリングの指示あり。その後異常なく経過する。
3剤処方しなければならないところ1剤を忘れて無投薬
確認不足
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一つ一つの確認を落ち着いて行なう。多種内服中の場合、分包して渡すことも考える（特に看護師
管理中の人の場合）。 家族への指導も徹底する。

輸液ポンプ使用して点滴を行っていたが、滴数（流量）を記入しておくことをせず、申し送りのみで
送っていたことがミスのもとになったと思われる。今後は点滴のボトルに薬品以外に流量の記入も
行うこととする。

児の覚醒状態を把握し、それにあった抑制法方を考える。分泌物でﾁｭｰﾌﾞの固定ﾃｰﾌﾟが湿ってい
るのを発見したらすぐに新しいテープに変え固定しなおす。

オーダ端末の性能を上げる
ナースコールを握らせる。 ゛うーごくん゛を付けたまま座らせる。 発熱・下痢といった状態に応じた
援助が必要。
視覚で確認して挿入する。
充分の確認
ＣＴ撮影の場合は、カルテと一緒におろしてもらっていたが、一般撮影の場合もカルテと患者を一
緒におろすようにしたらどうか。
院内でもう一度徹底する
今後、訓練での使用前には、装具のネジ部分の確認をすること、また、リハ科共用の装具は定期
的にメンテナンスが必要と考える。 部門責任者を中心とした、装具管理者が必要と思います。
新たな管理者の設置より、担当者が自分の車のメンテナンスのように、確認作業をする必要があ
ると思います。
処方箋の薬剤名と患者の年齢の確認を徹底する。

あれ？と思った時は、薬剤に連絡し、確認する。 土曜・日曜体制で薬剤師はダブルチェックが出
来ないので、一人で手順にのっとり確認する。
巡回時にベット柵がついていないときは付けるように指導する。
ベッド柵をするよう指導していく。
薬の処方は思い込みでなく以前までの処方を確認する
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具体的内容
背景・要因
３時、救急外来から救急病棟へ入院となった患者。いつも内服していた薬を持参していなかったの プレドニン以外に６種類が４日分処方であったので、全く疑わなかった。思い込みと確認不足で
で、当直医が４日分処方した。プレドニン０．５錠朝Ｐ４日分の処方があり、薬袋の中にプレドニン あった。
が２錠が入っていた。薬包紙で０．５錠づつ包装し４日分に分包した。深夜看護師が１日おきの服
用指示になっているのに気付いた。処方箋にも「１日おきに服用」と書いてあったが気付かなかっ
た。
３時、他看護師１名と共に薬品と注射伝票の確認を行い、ミキシングの準備を行った。他の業務が 作業中断により、薬液が溶解されているか確認を怠った。
発生したため、一旦その場を離れた。５時４５分、他看護師と午前中施行分の点滴のミキシングを
行った。１０時３０分日勤看護師からファーストシン１グラムのミキシングがなされていないことを指
摘された。
３時２０分状態不良にて挿管された。その時ドルミカム・マスキュラックスが静注された。その後プ ・セデーションのかけ方に問題があった。
ロポフォールにてセデーションが行われた。アラームに気づき訪室すると自己抜管されていた。
3時25分頃、人工呼吸器装着中の患者のナースステーションのモニター上、波形の乱れが見られ 気管カニューレと蛇管、人工呼吸器との固定にゆとりがなく、体動時に気管カニューレが引っ張ら
訪室する。激しく咳嗽しながら、体を動かしていた。両手は抑制中だった。 胸部の電極板を確認 れてしまった為
していると、気管カニューレが抜けてきて、自然抜去した。カフairは少なくなっていた。 ナース
コールにて、他チームの勤務者を呼び、当直医師に連絡するよう指示。2、３分ほどで医師が到
着。気管カニューレの入れ替えを行われる。抜去から再挿入まで自発呼吸があり、大きなバイタル
サインの変動なく、呼吸停止、ＳｐＯ２の低下もなかった。 再度、気管カニューレと人工呼吸器を
接続し、人工呼吸器管理を開始する。 電話にて主治医に状況を報告する。
３時３０分頃より「スイスに行く、あっちに行く」と異常な言動が続き、４時頃からホールで過ごす。４ 見当識障害、認知障害あり、車イス乗車姿勢が崩れやすく自己修正できない。
時３０分、物音がして行くと車イスを背に、病室の扉につかまり立とうとしているのを発見。「アメリ
カに行こうとした」と言い、右肘をついた状態で車イスからずり落ちたとのこと。
３時３０分排泄介助後入眠していた。５時５０分隣室で処置をしていると音がするため訪室するとズ ポータブルの位置が悪かった。フラツキあり看護師介助になっていたが自分で出来ると思ってい
ボンを下げた状態でポータブル便器の横に手をついた状態でいるのを発見する。打撲等はなかっ た。排泄パターンを把握不足であった。
た。
３時４５分頃、物音にて訪室。ベッドサイドにお尻をついた状態で座っている。トイレに行こうと思い ３９度の発熱ありまた、トイレに行こうと思って気があせっていた。
ベッドから歩き出したら、滑って尻持ちをついたとの事。
３時５分、同室者よりコールあり、訪室すると、患者がトイレに行こうとして転倒。後頭部打撲、瞳孔 患者のベッドの脇に尿器が置いてあったので、夜間は尿器でしてくれるものと思い込みがあり、
異常なし。当直医師の連絡し、後頭部を冷やして経過観察の指示があった。
ベッド柵を４つにしなかった。声かけもしなかった。
３時オムツ交換のため訪室すると、CVが抜けておりオムツも外して入眠していた。骨折でギプス固 眠剤服用している患者に対する安全管理の問題
定中の患者で夜間は眠剤を服用していた。
３時のおやつを食べさせていた。バナナの皮を一部食べようとしていた。 患者にバナナを持たせ 発生時、業務者も少なく、ヘルパーさんも入浴の介助中だったので、他の処置をしなくてはと思
食べさせていた。上手に食べていたので、他の所へ行き、戻ってみるとバナナはすべて食べて
い、その場を離れてしまった。 バナナの皮は食べないであろうとの思い込み
あった。 皮を渡してくれたので、皮を何気なく見てみると一部なく、口をモゴモゴさせていたので口
の中を見ると、バナナの皮が入っていた。
３時の巡回時、末梢点滴ラインの三方活栓と延長チューブの接続部（ロック式）がベッド柵に引っ 観察不足
掛かった状態で外れておりラインが閉塞しているのを発見した。
3時の巡視にて、上半身のみベッドからずり落ち尿失禁して、転倒している患者を発見。すぐにバ トイレへ行こうとして起きようとしたのか、その時ＫＴ39・7度もあり、入院して初めて内服したアモバ
イタル測定する。バイタルは変わらず、頭部外傷見られず。瞳孔不同なし、上下麻痺なしだったが ン1Ｔが効き過ぎてふらついたか？ベッド柵が2点しかなかった。トイレまでの距離があった。
ＫＴ39・7度、睡眠薬内服のためか入眠傾向強い。たまたま当直であった、当科の医師に報告、解
熱剤使用し、クーリング施行する。
３時の巡視時、患者からポータブル移動をした際、点滴台と天井に設置してある点滴棒とがぶつ 環境整備の不良。術後５日目高体温メニエール病の既往あり。
かり、点滴台が倒れそうになったためそれをよけようとして尻もちをついたとの報告あり。頭は打っ
ていないとのことで患者はベッドに臥床していた。バイタルサイン測定。外傷の有無を確認。外傷
見られず。痛みの訴えなし。様子観察。朝主治医に報告。
３時の巡視時、同室の他の患者の所に行っている間に、ベッドより下りて出入り口まで行ったらし 特に夜間帯における人員不足、転倒リスクの高い患者に対する物理的な環境整備の問題
く、倒れているのを発見した。 その時物音などはしなかった。理解力は低下しているが、自力で
ベッドサイドのポータブルトイレは使用していた。ベッド柵は３本使用中。当日朝XP写真の結果右
恥坐骨骨折していた。
３時の巡視時は入眠していた。３０分後に家人からナースコールがあり訪床。自己にて腰椎ドレー 観察不足 入眠していると思って安心していた。
ンを引きちぎっているのを発見する。すぐに切断部をクランプし医師へ報告する。５時３０分医師に
て腰椎ドレーンを抜去し一針ナート施行。患者のレベルの低下などはみられなかった。
３時まで注入する予定の経管栄養を２４時に終了してしまった。
確認不足 速度調整不十分
３時間ごとにＥＤチューブよりシリンジポンプを使用し母乳を注入している。何度かチューブが閉塞 ミルクの注入速度が通常より遅い。
していた。前日カンファレンスで「注入開始前に空気を１ｍｌ通し閉塞していないことを確認してミル
ク注入を始める」と決定した。その通りの手順で時間２ｍｌ／ｈのスピードでスタートした。１．７ｍｌ
入ったところで閉塞アラームが鳴る。白湯を通すが全く通らなかった。残りのミルクを胃チューブよ
り注入した。
３時間ごとに尿量測定していた。持続導尿のぱっぐから尿を取り出したが、ウロメセルにためるとこ 尿を採取した際、氏名を記入していなかった。蓄尿機器に入れる際、確認をおこたった。
ろ、間違って他の患者のところにいれてしまった。
３時間置きに手動膀洗の指示があり、行っていたがバルンチューブをクランプする際全てペアンで 知識不足教育不足
行っていた。日勤帯に入り、バルンチューブを見たところペアンでクランプしていた場所から尿漏れ
した。このことを○/27に報告され知った。シリコンカテーテルをペアンでクランプすると亀裂が入る
事を知らなかった。
３時頃ベッド上で臥床している所を確認した。３時４０分頃、付き添っていた家族から患者様が居な 観察不足
いとの報告を受ける。院内を探すが見当たらず、警察に届ける。４時１０分に院外を歩いている患
者様を発見したと言う方から救急外来に連絡が入り、警察に依頼して病院まで送っていただいた。
帰院時、患者様の意識ははっきりしており会話も成り立つ状態であった。四肢に軽度の擦過傷あ
り。
３時巡視時、速度が遅れていたので、調整を行う。６：４５巡回時点滴が終了して、ルート内にエア 定期的の巡回を怠った。チャートに沿った輸液管理が出来ていなかった。家族任せのところがあっ
が入っていた。閉塞なく、エア抜きしてボトル更新する。
た。
3時巡視時CV点滴が少遅れ気味（滴下スピード 1回/10秒）だったがそのまま様子を見ていた。5 点滴管理のマニュアルがきちんと守られていない。
時ナースコールで訪室すると点滴ルート内に血液が逆流しCVは閉塞していた。
３時訪室時座位にて高カロリー１２滴／分で滴下していた、５時巡視すると側臥位にて２０滴／分 患者巡視時チェックの仕方
になっていた。活栓は動いていなかった。
３種類の採血でFBS のチエックが薄く２者が見落とした
ダブルチエック者が慣れていない為、確認漏れが生じた。チエックする相手がいなかっつた。
３種類の内服薬を２種類しか与薬しなかった
スタッフ間の確認不足 オーダーシートの確認不足
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改善策
内服薬整理時は薬袋、指示表とを必ず確認するように指導した。

作業中断し、再開する時、どこまで実施していたのか、確認できる方法を考える。ミキシング前の
確認は出来ているが、ミキシング後に間違いがないか確認することを怠らないこと。
・挿管した患者のセデーションかけ方についての教育が必要 ・挿管した患者の看護についての
教育
人工呼吸器と気管カニューレと蛇管を、体動することを考えて固定し直した。 気管カニューレと
体との固定を強固にする為、苦痛、血流障害のない程度に、きつく紐を結んだ。 蛇管、気管カ
ニューレなどの接続、固定状態の確認を体動の多い時は特に頻回に行う。

車イス乗車を見かけ、姿勢が崩れていたら、常に声掛けをする。
排泄パターンを把握し早目に対応する。ポータブル便器の位置を確認する。離床センサーの設置
をする。
ナースコールの指導と尿器の設置。指示にて解熱剤の内服。
眠剤を飲まなければ安全という事ではなく、服用後の注意や危険防止の意識が大切。防げない事
故もあるが、意識することは大切であることを認識させた。
CVルートの固定をしっかりする。眠剤服用中は巡視を定時以外にも行う。
痴呆の患者は思ってもみないことをするので、おやつの時は食べ終わるまでその場にいるように
する。 可能なものは別の容器などに入れるようにする。
ラインが引っ掛からないようにライン整理をし頻回に巡回する。
ベッド柵を3、4柵にすべきであった。夜間のトイレは行く際はナースコールを押してもらうようにす
べきだった。医師と相談し、睡眠薬の再度検討。トイレまでの距離があるため、トイレから近い部屋
に移動を検討。（トイレまで歩いて行きたいとのこと。）
環境整備（不必要な物品の排除）

自己にて排泄を監視または介助にての排泄に変更し、ベッド柵も４本に検討 止むを得ない場合
は安全帯の使用も家族と相談して考慮する。
入眠していても頻回に観察する。ラインの位置を考慮し手が届かないように配慮する。必要時抑
制もする。
滴下状況を確認し調整する。
医師に相談し、注入速度を４ｍｌ／ｈにあげてもらう。

容器に患者氏名のメモをつける。
教育の徹底

頻回に訪床して観察する。 患者様の訴えをよく聞き精神的ケアも行う。

チャートに沿って、２時間起きに輸液観察を行う。
体位によって滴下が変化するようであれば観察を頻回に行う または輸液ポンプの利用も考え
る。
患者の行動を観察し、点滴管理をする。体位変更時は申し出るよう指導。
なれた者でチェックをする
準備した人がすぐに与薬する
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具体的内容
背景・要因
改善策
３週間くらい前より、支離滅裂なことを言い出していて、自宅への退院を強く希望され口にしてい 観察、巡視 本人に付き添う等には、夜勤時は特に介護に時間を要するため限界がある。 病院 ・巡視回数をおおくした ・本人と看護師室や介護時一緒にいるようにした ・外来看護師より、そ
た。 担当医と家族には様子を話したが、観察を密にするようにと、又、 家族は連れて帰れないと の高層上の問題もあり、痴呆徘徊者や精神疾患患者の受け入れの検討が必要と思われる
の事が予測される場合は、患者（顔）を職員（事務、看護師）に把握してもらえば良かったとアドバ
の事であった。 ２４日から２５日にかけ、病院外へ３回でて発見された
イスをもらう。
３日前に処方した同じ薬を処方してしまった
オーダリングの問題
前回の処方・投薬日を見易く表示する
3日前に畳と思いベッド下に転落した患者。 その後、夜間は離床センサーを使用し対策していた 慢性呼吸不全で、Ｐｃｏ２が上昇、Ｐｏ２が低下しており意識レベルの低下が考えられる。 センサー ＩＣＵ管理で床マットで対応した。
が、感知が悪く再度転落した。 右手背に表皮剥離あり。
が作動しない動きを取ることがある．
３日分の処方を７日分で調剤し、監査もすり抜けてしまい、看護師の指摘で発見され、調剤をしな 処方日数の確認ミス。７日分の処方が多いのでいつものとおりと思い込んでしまった。
思い込みをなくすよう、徹底する。監査を中断し内容に心がける。
おした。
３本分の栄養食の投与が指示されていたが、巡回時に多量に残っていたので、追加分も既に投 思い込み。患者状態、職員間の確認作業が足りなかった。
患者管理の徹底。担当者としての責任の自覚。準備から施行までの作業手順、残数等の確認の
与されていると思い込んでいた。申し送り時に気がつき、残りの分を投与した。
徹底。
３名の患者のポータブル撮影。撮影後のカセットをＣＲで処理する際、患者を取り違えて行った。処 確認不足
声だし
理後配達された写真を見た主治医より連絡があり発覚
４：００ころに、小声で「助けて」との声が聞こえたが患者が特定できず巡視すると、ある部屋の患 ベッドから落ちることのないよう４点柵を施行すればよかった。
変化が予測される患者であり、頻回の観察・早期の対応が必要であるので今後も注意を怠らない
者が、訪室時に頭が一部ベッドからずれており酸素カニューレも外れていた。顔色チアノーゼ気味
よう指導した。
で冷や汗あり。ＳａＯ2測定できず。ベッドの中央に患者の身体の向きを変え、酸素カニューレを装
着した。医師よりＳａＯ2低下時の指示が出ている為、酸素６ＬまでＵＰするもＳａＯ2上昇せず。リ
ザーバーマスクで酸素６Ｌとし様子を見る。その後ＳａＯ2が９０代まで上昇してきた。当直医に報告
し、安静を保つ為バルンカテーテル挿入し、様子観察となった。
４：００巡視時にﾍﾞｯﾄ不在。ﾄｲﾚの電気がついていたため、ﾄﾞｱを開けると前かがみにうずくまってい 遠慮気味な患者であることは把握していたが、排泄援助への配慮と安静の必要性の説明が不足 何故安静が必要かを含めての説明し理解して貰う。排泄援助への配慮（ｺｰﾙにはすぐ対応する）
る患者を発見。排便の為ﾄｲﾚに行った。腰がたたなかったと。（安静の説明してあったが看護師へ していた。
の遠慮見られていた）
4:20コール有り。訪室すると点滴のルートがはずれ、血液と薬液がベッドと床に流れていた。3:30 ルートがロック式ではなかった。
ロック式でない場合は、接続部にテープを貼ったり、輪ゴムで補強したり、はずれにくいように工夫
に点滴を更新しているがそのときは異常がなく、4:00の訪室時には点滴の滴下状態を見ただけ
する。
で、ルートの点検まではしていなかった。点滴ルートはロック式のものではなかった。
４：２０同室患者さんよりコールあり。訪室するとベッドサイドに座り込んでいるところを発見する。一 転倒要注意として、スタッフ間で共通理解していく。
病室を詰所の近い部屋に移動する。ベッドを低いものに変更。訪室を１～２時間ごととする。排尿
人でポータブルトイレへ行き、排尿を済ませて立ち上がろうとしたときに足が滑り尻餅をついて立
誘導を2時間ごとにする。ベッド柵4本使用し、トイレの時はナースコールするように、紙に書いて明
てれなくなったとの事。
示しておく。
4:30ドスンと音がしたため訪室するとベッド後方、病室入り口前に立っている。「やっちゃった。濡れ 以前より夜間排尿誘導行なっていたが、誘導時ふらつき強く介助を要していた。4:00巡回時は入 排尿誘導の検討と、これを転倒しやすいリスクに入れ品買いなる巡視観察を行なっていく。
ちゃった」と訴える。転倒の問いかけに「うん」と答える。BP118/88、T34.5℃、ベッド上多量の尿失 眠していた。4:30転倒時ナースステーション内で業務を行なっていたため、目覚めたのに気づか
禁あり。再度「転んじゃった。頭ぶつけた。痛い」と訴える。気分不快の訴えなし。後頭部触ってい ず、結果観察不十分となってしまった。品かいな観察が必要であった。
るも出血、外傷見られない。4:50当直医、夜勤責任課長報告。4:55診察あり。外傷なし。様子観察
の指示あり。5:20ベッドに座居している。T35.2℃。P84。疼痛の訴えなし。5:30ベッド柵使用し再眠。
7:50声賭けにて起床、朝食全量接種。気分不快･疼痛の訴えなし。
４：４０同室者よりナースコールあり。訪室するとベッドの横の床に倒れている。トイレへ行こうとして ・観察不足（高齢で入院初日、環境の変化に順応できない、説明も理解困難）
転倒の予測される患者の看護計画立案（リスクレベルに応じた）
尻もちをついたとのこと。意識清明。ＢＰ１９３／１０１ｍｍＨｇ、ＨＲ８４、ＳｐＯ2 １００％。外傷なし。
おむつ内失禁あり
4:55、たまたま訪室すると患者がベッド足側に転落しているのを発見する。バイタル異常なし、意識 入院して1週間を経過しており、リハビリや治療の結果、筋力がアップしてきた状況であった。自分 少しずつADLがアップしてきている状況に危機感を持って観察をすべきだったと考える。前兆があ
レベル不変、身体に外傷みられず、経過観察する。朝方、主治医に報告する。
の認識としては、ベッド上で寝返りもなんとかできる状態だったため、そこまで動けるとは考えてい れば、まず話を傾聴し、精神的な安定に努め、それでも危険を感じるようであれば、抑制（同意を
なかった。もともと四点柵はしており、ベッドも低くしてある状況であった。 本人に後で聞いたとこ 得ていることをが前提で）を行うように心がけていきたい。
ろ、「家に帰りたかったの？」と言う問いにうなづきがあった。
40℃近く発熱していた患者が、尿意を訴えトイレでの排尿を希望した。ゆっくり離床し、付き添いに 患者の体調不良(40℃近くの発熱状態。) 看護師の患者状態アセスメント不足。また、同勤務帯で 転倒後、医師の指示と本人の了承にてバルーンカテーテルを留置した。 トイレでの排尿でなく、
てふらつきなくトイレ歩行した。トイレ内で気分不良があった場合にはナースコールするよう説明 転倒前にもトイレへ付き添い歩行できた為、転倒を生じるリスクは低いのではないかという思い込 床上での排泄を促すようにする。 有熱時の離床の際にはナースコールしてもらうよう説明する。
し、病室ドアの付近で患者が出てくるのを待った。患者は自尿があった後、トイレから出てきたとこ みがあった。
ろで立ち止り気分不良を訴え、そのまま倒れ込んだ。患者がトイレから出てきた場面に居合わせ
たが、倒れ込んだ患者を完全に支えることができず、患者は後頭部を打撲した。後頭部打撲の
後、声掛けにて返答あり軽度の頭痛はあったが、痛みが増強することはなかった。当直医へ連絡
し、当直医よりバルンカテーテル留置しベッド上安静にするよう指示を受け、患者にその旨を説明
したところ、患者もトイレに行けそうだと思い行ってみたが帰りに転倒してしまい再度、同様の事が
起こるかもしれないと心配だということで、了承を得た後バルンカテーテルを留置することとなっ
た。
40℃代の発熱あり、血液検査をし、結果を待っていた。その間ボルマゲン25ｍｇのみ処方され１錠 コミュニケーションエラーシステム
確認事項の徹底システムの改善
内服し待っていた。血液検査の結果特に異常値もなく帰宅となった。カルテを事務に持って行く前
に医師に「ボルマゲンの処方のみでいいですか？」と確認したところ大丈夫という事で受付にカル
テを流した。その30ー40分後、薬局からＴＥＬあり。追加の内服処方がある事に気付き、患者にＴＥ
Ｌし、友人に薬を取りに来てもらった。
４Ｔある患者の朝食薬を与薬時、患者の手のひらに載せた。その約２０秒後、患者から１錠足りな ４錠を手のひらに載せたかどうか記憶が曖昧であり見落とした可能性がある。
手のひらに載せたら口の中に入れるまで観察をする。ダブルチェックの徹底をする。
いと申告あり、床を確認するが落ちておらず、患者の洋服にも紛れていない。患者にはとりあえず
３Tのんでいただき、事実と日勤リーダーに報告する。
4ヶ月の患児、右足背に点滴実施しておりアイバック使用中であった。母親から、足の腫れを指摘 外来から入院されたばかりで観察が不充分であった。外来からの申し送りはあっていたが、他の 外来の情報を十分に把握し、経時的に観察する。母親への説明･指導を徹底する。
された。開始後1時間程経過しており約５０ｍｌ注入されている。直ちに抜針し、別の場所に刺入さ 業務で頻回の観察が出来なかった。母親への指導が不足していた。
れる。足背部はリバノール湿布し観察する。次第に回復する。
４ポイントの血糖チェックと朝、夕のインスリン注射をしている患者。 17時30分インスリン注射のた 確認不足。思い込み。
受け持ち患者の処置は、受け持ち看護師が責任を持って最後まで行う。 患者へ声掛けし確認す
めに処置室に来られた時、11時30分の血糖測定をしていないことに気付く。本人「すっかり忘れ
る。
た」と言われ、看護師も患者が測定していると思い込み確認していなかった。
４回に分けて投与すべきところ、誤って１回に全部投与してしまった。
初歩的な判断ミス。チェックの仕組みの問題点。
必ず２人でダブルチェックする。
○階手術室の器械庫の整理中、期限切れの生体用セメント水溶液を破棄しようと、医療用排水へ ・スタッフの医療排水と一般排水の認識不足 ・薬液の廃棄処理方法
・スタッフの医療排水と一般排水の認識 ・薬液処理方法（薬剤科）
流したが、そこは排水溝が一搬排水であり、下の階へ悪臭が放たれた。△階病棟のスタッフが異
変に気づき連絡、水道水を流した。幸い患者に異変を訴えるものはいなかった。
４歳女児、急性胃腸炎で入院。入床時に指示があった解熱剤アルピニー１００mg一本を挿入した。 カルテの氏名をフルネームで確認していなかった。
フルネームでの確認を徹底。 兄弟入院の場合は特に注意する。
３０分後、カルテ整理時に解熱剤指示はアルピニー２００mgであることを発見。 再度確認したとこ
ろ姉妹で入院しており、誤って妹の指示を姉に実施してしまった。
４時２０分病室よりうめき声が聞こえるため訪室するとベッドサイドで仰向けに倒れているのを発見 抑制不十分。一人で動いてはいけないと説明していたが、すぐに忘れて一人で動いてしまうため、 抑制している時はきちんとできているか、異常がないか巡回時に確認する。
する。本人は「すべった」と言っている。
体幹抑制をおこなっていたが金具がしっかりできていなかったために外れてしまった。 観察不足
４時４５分同室者よりナースコールあり病室へ訪室すると、床にうずくまり動けなくなっている患者 準夜帯から軽度せん妄状態であったが、体動少なく柵は頭側２本しかしていなかった。良眠状態
を発見する。本人へ事情を問うも「私は動いていない。」と答える。同室者は大きな音がして、落ち であった。
た様だと話す。左眼瞼上から額にかけて内出血及び腫脹あり。他痛み・外傷なし。事故当時ベッド
柵は頭側へ左右１本ずつかかっていた。
92

・当直医に診察依頼し様子観察との指示受ける。又腫脹部へ冷湿布を貼用する。・ベッド柵を２本
から３本へ変更する。・体動が少なかったが、せん妄状態で転倒・転落の危険が考えられたことを
事前に予測し対策をとるべきであった。
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具体的内容
4時50分頃、Ａ氏の病室の前の廊下にいたとき、物音がしたので病室をみてみると、Ａ氏が床に横
たわっていた。Ａ氏に事情を聞くと、ティシュが床に落ちたので、片足を床につけてベッドにいるま
まとろうとして、バランスが崩れ、床に額をぶつけたとのこと。ＶＳ測定し、著変はなし。左のまぶた
の上のあたりにやや腫脹あり。クーリング施行する。また、当直医に診察してもらい、経観の指示
いただく。その後も、状態に変わりはなかった。
4時ごろ、児の点刺入部が腫脹しており、点滴入れ換えとなる。その際、輸液ポンプのアラームが
頻回になっており、ポンプのボタンを何回か押していた。点滴の流量等確認せずに指示量時間
10ml/ｈを9ml/ｈで開始する。5分後の確認も出来ていなかった。二時間ほどは投与量の確認が出
来ていたが、その後はできていない。 ９：００日勤者との確認で気付く。
４時に巡回すると患者は起きておられ、ベッド上で正座をしていた。傍に行くと末梢点滴ラインを抜
いて点滴スタンドに引っかけてあった。
4時に点滴確認の為訪室すると、中心静脈ラインを自己抜去されていた。
4時に部屋に巡視に回ると、患者が部屋のトイレのドアの前でしりもちをつき、両下肢を前方にの
ばした状態で転倒していた。痛みの訴えはなく、外傷も見られず、バイタルも安定していた。主治
医に報告し様子観察の指示があった。
４時に訪床すると末梢静脈ラインを自己抜去しているのを発見する。患者は先生がもう良いと言っ
たので抜いたと言われた。
４時に輸液ポンプのアラームが鳴った為訪室すると、クレンメが完全に止まっていた。そのため点
滴ルートが患者の目に触れないように、ルートをズボンに通し、輸液ポンプも足元に置いた。５時
には開眼はしていたが、ＣＶＣルートに異常は見られなかった。５時半に訪室したところインターリ
ンクマニフォールドと延長チューブの接続が外れており、延長チューブ内に逆血あり閉塞してい
た。
４時の見廻り時、抑制帯をはずし胃チューブ自己抜去していた。右上肢、左下肢のみ抑制してい
たが。全てはずれていた。
４時の巡回時に患者がベッドサイドに座っていたのでどうしたのかを聞くと、ポータブルトイレに移
動しようとして右半身から倒れ足の指をひねったとの訴えがあった。
４時の巡回時に廊下を歩いている患者様を見た。病室に行くと上着が脱いであり、末梢点滴ライン
がひっかかり抜けていた。
4時の巡視時に、病棟内で、喫煙されているところを発見する。

背景・要因
Ａ氏は高齢であり、バランスが難しい姿勢をとったため、転倒につながってしまった。

改善策
ADLが自立している患者でも、高齢者のかたは転倒の危険性はあるので、夜間は特に暗くて危な
いので、歩行時気をつけることや今回のようなバランスをとることが難しい姿勢はしないように声を
かけていく。

手順を誤っている。 点滴固定時、開始後、5分後チェックができていない。 確認したつもりになっ 手順どおりの事を行なう。確認を行なう時は、確認に意識を持つ。
ている。
観察不足

頻回に訪床し観察する。 ラインの必要性を説明する。

他のチューブ類はいつも外しがちであったが、中心静脈ラインには触る事が無かったので、自己
抜去するとは思っていなかった。
高齢であり脳梗塞の既往で右半身麻痺があり歩行が不安定であった。検査後も転倒については
配慮していたが、入院前から自分で動こうとされるところもあり、今回もナースコールを押さずに一
人でトイレ歩行しようとして転倒された。持続滴中であり、尿意が近かったことも原因だったと考え
られる。また、転倒時、37℃台の発熱があったため、ふらつきがあった可能性も考えられる。

不穏患者に大丈夫と思わず、目の届かないところにまとめておく。頻回な巡視を行う。

観察不足

日勤帯で大腸ファイバーがあり持続点滴となったため尿器を設置し、患者さんに尿器の使用と
ナースコールについて説明した。夜間のトイレ歩行は危険であり転倒の危険性も高く、尿器を使用
する方向で、本人も納得されたように感じられた。ベット柵についても本人が拒否され1点しか使用
していなかったが、転倒後は４点柵とした。転倒の危険性が大きかったので1時毎には訪室してい
たが、もう少し自分で何でもしようとしてしまうことをふまえて看護に当たるべきだった。
ミトンを装着してもらった。

デュロテップパッチ使用中であり、幻覚症状や意味不明な事を言われたりしていたため、30分から クレンメを止めていた時点で、ルート及び輸液ポンプを足元に置き、視界に入らないようにしたが、
１時間毎に巡視はしていた。又今までルートを触ったり、ルートトラブルを起こした事もなかったた 下肢の動きが激しくルートがベッドのどこかに引っかかり接続が外れたものと思われる。今回も２３
め、大丈夫だろうと思いこんでいた。
時半に指示のアタラックスＰ（静注）を使用したにもかかわらず不眠であったため再度夜間入眠で
きるように主治医と相談し薬物の指示を受けていく必要あり。
定期で内服していた眠剤が休となっており、夜間も体動頻回にみられていた。

マジックタイプの抑制帯ではすぐにはずれてしまうため、柔道ヒモを使用し抑制する。

ナースコールの説明がしてあったがナースコールを床に落としてしまった。 観察不足

ナースコールを手の届くところに置き、押しやすいようにする。 ナースコールが落ちないように固
定する。 巡回時には排泄の有無を聴き介助するようにしていく。
頻回に訪床し観察する。必要時は抑制をさせてもらう。

観察不足

病院内，全館禁煙であること、喫煙により，病状の悪化や治癒が遅れることなど十分な説明と、理 もう一度再説明をおこなうこと。禁煙守られないならタバコを詰所管理にすることを同意を得た。
解不足。
４時ベッドサイドに座り込んでいるところを発見。ベッド柵を使用し立位をとるがベッド柵の固定が ベッド柵は固定が弱く紐で補修されていたが、紐がゆるみ柵が倒れていた。患者は立ち上がるの 柵の故障は早急に対処する。またこのような情報は申し送り共有する。
十分でなく立ち上がれなかった。
に使用できなかった。 ベッド柵の状況を看護者が周知していなかった。
４時家人よりナースコール、訪室すると点滴の接続外れており触っている。家人もゴゾゴゾしてい 患者がやや不穏状態であったこと。 入院時より言動がおかしいなどの徴候があっったが、抑制な 早くから抑制をする。
るので起きたらしていたと。ルート内逆血・気泡混入無く、点滴も漏れていない。すぐに接続し、ＩＶ どはしていなかった（必要とは思わなかった）
Ｈのルート固定のテープもはずれ、５ｃｍほど抜けかけているようにも見えるため、逆血・２０ｃｃフ
ラッシュして、腫脹疼痛が無い事を確認、再固定し朝までは様子が見れると判断する。その後も訪
室のたびに腫脹・疼痛の有無確認。８：３０再度逆血を確認する。
４時間で200ml以下の場合ラシックス2A静注の指示だったが、計算を間違えて指示量を満たして 指示表を持って注射を用意せず、注射の３度の確認を怠った。利尿量も一回で思いこむのではな ３度確認の徹底と、実施後の再確認を行う。一人で判断するのではなく、薬剤投与前に他のスッタ
いるのに、満たしていないと勘違いしラシックス2Aを患者に投与してしまった。その後VSに変化が く、２回確認するべきであった。
フに相談をするべきであった。
無く６時に定期処方のアルブミン後のラシックス２Aのところを1A投与し、尿量多量にて同職者が４
時の間違いに気付き主治医に報告した。報告30分後に血液ガス測定の指示を受け、検査データ・
ＶＳ共に変化がないため様子観察となった。
４時間毎の尿量をチェックし、ＩＮーＯＵＴのバランスを調整中の患者。１０：００のバイタルサイン
電卓で計算する際、操作ミス。計算を１回だけしか実施なかった。
電卓を使用して計算をする場合は、何回か計算するように病棟内ルールを作る
チェックの際、電卓を使用して計算した。ＯＵＴ（９６０ｍｌ）からＩＮ（１１２０ｍｌ）を引いてしまいー１６０
ｍｌとなったため、輸液を負荷した。
４時傾眠中。二人で体位交換を行い左手を抑制していた。 ６時訪室すると、左手でポート部を
夜間持続点滴であった。 抑制はしていたが、きっちりできていなかった。
夜間に睡眠が得られるよう、持続点滴でなく日中に点滴できるよう医師と相談する。
触っており、テープがはずれ針がほとんど抜けかけているところを発見。右頸部、前胸部、右上腕
に腫脹有り。当直師長、当直医師報告、診察される。しばらく、ポートからの点滴中止し末梢から
の点滴となる。
４時頃、内科入院中のＡ氏（７７歳）がトイレに行こうと起きあがった時にふらついてて右肩を床頭 １ 足のしびれがあり、下肢が不安定であった。 ２ 降りる側にベッド柵が設置していなかった。 １ 患者のＡＤＬの把握をする。 ２ ベッドサイドにベッド柵の設置をする。 ３ スリッパを滑らない
台にぶつけ、床においてあった本人の荷物の上に尻もちをつき転倒した。同室者のコールにて経 ３ 患者のＡＤＬの把握が出来ていなかった。
ものに変える。
験年数１０年目の看護師が訪室した。右肩を打撲したのみで他に痛みはなかった。当直医に報告
し診察後レントゲン撮影指示を受けた。ベッドの降りる側にベッド柵を設置した。
４時頃、腹腔内ドレーンに接続しているメラのアクアシールがいっぱいになり、空のアクアシールに 確認不足
器機を一旦停止状態にして再開する時は必ず記録を確認しながら設定する。
とりかえた。８時日勤者が腹腔内ドレーンのメラの設定が違うことに気付いた。正しい設定はー３０
ｃｍＨ2Ｏ・２分持続１０秒停止だったが、ー３０ｃｍＨ2Ｏのみの設定になっていた。
４時病棟を訪室すると眠られていた。４時１５分物音がし、病室に行くと、床に横たわっていた。
マイスリーを内服していたこと。それにもかかわらず、日中自己にて、トイレに行けていたため、３ ４点柵にする。又ベッドを低くする。また、不眠時の指示を使用しているときは、訪室回数をふや
点柵にしていたため、ベットからポータブルトイレに移動されたときに転倒。
す。トイレに、定期的に起こすことで、一人で夜間移らないようにする。
４人の経管栄養患者の薬杯カップ（カップには患者名が記載してある）があらかじめ準備してあ
薬剤カップは患者毎に色テープを使用し区別してあり、名前が記載されているが、同じトレイに
与薬の原則を徹底。カップに薬を入れ溶解する際は複数人で確認して実施する。
る。薬袋の患者名を確認しながらそれぞれ患者毎の薬杯カップに薬を入れて溶解する際、別の患 入っているため間違いが起こる危険性がある。しかし、原則である確認不足があり、新人教育を
者の薬がすでに入っていた。患者間違いであることに気付き、カップの患者名を確認し薬剤を取り 徹底すべきである。
除いた。
４点柵の１点を外し，外した反対側に立っていた，転倒した場面は見ていない．本人も転んだと
４点柵の１点が外れていた．
排泄や看護師に用事がある時は，ナースコールを押して知らせていた．用事がある時ナースコー
いっていないが，不明である．
ルについて，その他説明時の返事は出来ているが，繰り返し，繰り返し説明や話しをする事が大
事である．
４日でアダラートの中止指示と５日からアムロジンの開始指示があった。開始指示だけ受け、止め 指示の見落とし 指示簿の見にくい記載 指示を出したときのこえかけ忘れ（医師・看護師の連
指示簿を記入した際は、指示１箇所につきクリップを１こ確実につける 医師との連携
指示があることにきづかなかった。翌日の勤務者が気づき、アダラートを患者から引き下げた。血 携） 医師からの患者への治療説明不足
圧の変化はなかった。
４日リウマチ、間質性肺炎にて入院。整形外来にてリマチル錠３Ｔ３×処方されていた。入院後、内 看護師は主治医の治療方針を理解していなかった。薬剤の副作用の知識がなかった。患者入院 主治医と看護師が患者の治療方針や特に注意すること等を確認する。産科病棟に内科の患者が
科医師より、内服薬が処方されていた。看護師は整形外来で処方されたリマチルも続行と思い４ 時間が１７時３０分と多忙な時間帯であり指示を充分確認できなかった。次勤務帯の人も指示の 緊急入院された事例であり、他科の患者、医師の指示方法、薬剤に不慣れであり分りやすい方法
日から６日昼まで服用させた。６日２０時２０分主治医が薬切れ一覧表を見てリマチル錠を与薬中 確認ミス。
で記載してもらうように申し出た。薬剤の作用、副作用について学習会を行う。
ではないかと指摘され気づいた。
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具体的内容
4日前にＡ病院へ転院が決定。（総務課へはＯ2と吸引器の準備を依頼済みであったが、吸引器は 設備の不備
借りてほしいと総務課より言われた）前日までに他病棟より電動吸引器を借り当日に備えていた。
出発前に電動吸引器が作動する事を確認し、9時20分に当院救急車で転院先へ出発。9時30分頃
咳嗽あり。吸引しようと電源を入れるも作動せず急遽サイレンを鳴らし、転院先へ急いだ。電動吸
引器が電力を要する事は知っていたが、救急車内の容量の確認がとれなかった。（知らなかった
そうです）結果的に救急車内は2Ａのみしかなく、電動吸引器は4.3Ａの電力を要する事が発覚し
た。（上記出来事があり、救急車内の電力を調べてもらうとともに、ＭＥ機器の必要電力を調べた）
参考までにモニター（サイコロで）0.7Ａ、輸液ポンプ0.2Ａ、人工呼吸器（エビタ）3.2Ａ必要
４日目に始まる抗生剤を朝渡し忘れて一日遅れて開始し術後５日目に始まる抗生剤を深夜の朝
渡し忘れた
4本血糖測定日であった。昼食後2時間の血糖の採血容器を検体提出の所定の場所へおき、看護
助手へ検体の提出を依頼した。「はい」との返事があったが提出されたかの確認を行っていなかっ
た。夜勤者への交代時、検体が提出されず置かれたままになっていることことを夜勤者に発見さ
れ、その後に検査室へ提出した。
４本血糖日であった。深夜からの申し送りもあり自己のノートにも記載していた。10時頃他患者の
検査や処置に追われており血糖測定があることを忘れていた。気づいたときは、すでに11:20であ
り、主治医に報告した。
４名の患者の朝の内服薬を準備し配ったところ、すでに配薬した患者の内服薬が違う患者の配薬
する時点で残っており、患者間違いで配薬したことに気が付いた。
5％Ｇ500ｍｌ＋ズファジラン３Ａ20ｍｌ/ｈの、点滴終了のナースコールがあり、次の持続点滴の指示
が5％Ｇ500ｍｌ＋ルテオニン２Ａ15ｍｌ/ｈに変わっているのを確認せず、同じ速度で滴下量変更を
確認しないまま20ml/hの速度で接続した。
5％ブドウ糖（１００）、メロペン１Vを1日3回施行指示の患者であった。深夜帯の分を他のメンバー
がだしており、もう一人の他のメンバーがダブルチェックしてミキシング、自分が施行したが、実際
５％ブドウ糖（１００）ではなく生食（１００）で施行してしまった。その後日勤帯でリーダーが準夜帯
の点滴だしを行なっている時に５％TZがあまっていることに気づき、誤りに気づいた。主治医報告
する。
５％ブドウ糖２５０ｍｌ＋タキソテール１１５ｍｇの点滴を施行の指示のところを５％ブドウ糖５００ｍｌ
＋タキソテール１１５ｍｇを混入してしまった。実施前に指示シートを確認したところ間違いに気付
いた。ダブルチェックはしたがタキソテールのみの確認を行いメインボトルの確認までは行わな
かった。
５％ブドウ糖２５０ｍｌ＋ヘパリン１０ｍｌの点滴を２４時間で行う指示であり昼１２時に追加した。輸
液ポンプを設定するときにメインボトルの量が５００ｍｌと勘違いし設定してしまった。本来なら１０ｍ
ｌ／ｈで設定するところ２０ｍｌ／ｈで設定したために１２時間で終了してしまった。
５％ブドウ糖５００ｍｌにアイソボリン２００ｍｇの点滴を５％ブドウ糖２００ｍｌと見間違えて溶解し点
滴をした。アイソボリンと施行時間の間違えは無かった。
5%アルブミナーＩＶＨの３方活栓から点滴指示があったが、指示を見落としていた。時間が遅れた
が、点滴した。
５％ブドウ糖１００ｍｌ＋ラシックス＋ソルダクトン＋強力ミノファーゲン１Ａで混濁

背景・要因

全くの忘れである

改善策
酸素式の吸引キットを購入した災害対策もかねた

前日に薬剤師から渡してもらったらどうかと思う

看護助手に依頼をした時、どこへどの様に提出するのか詳しく言っていない。 助手に依頼した後 看護助手の交代、業務内容の変更によって現在は検体の提出は助手業務ではなかった。看護助
検体が提出されたか確認ができていない
手業務内容を把握する 依頼したことが行えているか確認を行う。
看護師・患者様共に忘れており、検査が出来なかった。

タイマーを使用するなど、常に気づける状態にしておくようにする。また、朝挨拶の時など患者にも
もう一度声かけしておく必要があった。

・与薬手順不遵守 ・同時に複数の患者の薬準備時のエラー予測不足

・与薬手順遵守 ・複数患者の与薬準備は注意喚起して実施

点滴準備時にカルテによる,指示の照合をしていなかった

医師の指示を、きちんと取り、点滴を行うときには、目・声だし・指し確認を確実に行うことと、指示
変更をワークシートに記入する。

施行者がダブルチェックもミキシングも行なわず施行してしまった。 ダブルチェック時に正しい薬
剤がでていると思い込んでしまった。

施行する人がダブルチェック、ミキシングを行なうようにする。 ダブルチェックを行なう際には思い
込みはしないようにし、声にだして物と指示とを確認するようにする。

１本渡しで薬局から払い出された物を使用しなかった。 ダブルチェックを確実に行う事が出来な
かった。

ダブルチェックを確実に責任を持って行う。 臨時注射以外は薬局から１本渡しで払い出された物
から使用する。

確認不足（指示シートを持参せずに設定した。） 思い込み（同じ点滴スタンドを使用して別ルート Ｗチェック者にも指示シートを見ながらチェックしてもらう。指示シートを必ず持参し設定する。 同
から５％ブドウ糖５００ｍｌを点滴していたので５００ｍｌであると思い込んでしまった）
時に何本もの点滴を行うときは同じスタンドを使用しない。

伝票の記入（訂正）を見間違えた。看護師は外来応援でなれていなかった。薬剤師のチェックも機 思い込みで伝票を見ることが無いように、確認をダブルでする。
能しなかった。
点滴準備・作成・実施のどの段階にも、一人の看護師だけがかかわり、確認のダブルチェックシス 準備の段階でのダブルチェックとワークシートチェック
テムがなかった。
不明配合禁忌内容の確認不足
１．配合禁忌の当院での内容一覧の配布。２．注射箋でのチェック。３．払い出しでのチェック。４．
医師への教育。
５％ブドウ糖２５０ｍｌ、グルカゴンＧノボを日中で３時間かけて点滴する予定が、準夜帯でも残量が ３ルートあり複雑なルートだったため、自分では確認していたつもりだったが、接続（点滴）ミスとな 再確認を充分する必要がある。
あった。
り、必要量補液が実施されず残を破棄した分を実施することになってしまった。
５％ブドウ糖250mlとタキソテール40mgを2時間で施行の指示を流量設定を間違い1時間で設定
視力低下がおきていたことを自覚していたがそのまま放置しており、数字が見にくい状態であった 眼科受診後視力矯正をおこなう。ダブルチェックシステムの導入
し、再度確認して施行開始直後に他のナースにより発見、流量を修正して施行した
５％ブドウ糖２５０ｍｌにドルミカム１Ａとセレネース１Ａを入れた輸液を２０時から翌朝の４時までの 腕の位置で滴下速度が変わり不安定である。
滴下速度に細心の注意が必要な薬剤は輸液ポンプを使用する。
指示で持続点滴を行なった。患者に施行する時は滴下速度を調節して病室を出た。２１時１０分頃
検温をするために病室を訪れた時、患者はぐっすり寝ていた。輸液の速度を確認しようとしたら、
ボトルが空っぽですでに輸液は終了していた。患者に声かけをしたが、ぐったりして反応がなかっ
た。何度も呼びかけてようやく開眼した。その後状態は安定していた。
５％ブドウ糖２５０ｍｌの指示を５％ブドウ糖５０ｍｌと見間違え２時間後に発見、医師に報告し作り直 シリンジポンプの作成にとまどい焦っていた。看護師２名で確認しなければならなかったが他の看 シリンジポンプ作成の技術訓練をする。指示の確認をダブルチェック出来ない場合は落ち着いて
し施行する。
護師が忙しく確認できなかった。
指さし呼称をする。
5%ブトウ糖500mlにメディジェクトKを5ml加薬しないといけないのに20ml全量加薬してしまった。投 確認不足、朝4:00と無意識的にしてしまった。
加薬するときは、もう一度加薬する前に処方箋と照らし合わせ行う。
与する前にチェック時同職者に指摘され気づく。作り直し点滴を施行した
5／18・15：00頃に患者の家族が、診断書を受け取りに来院。会計には当事者一人が座っておりそ 当事者は診断書を患者に渡すときに姓しか確認しておらず、また診断書を直接渡す時にも本人の 診断書を渡す際の、業務手順マニュアルを早急に作成する。診断書上の何処と何処を見て確認
の対応をした。診断書が入れてあるキャビネットには、コストが取れる診断書とコストフリーのもの 氏名・生年月日などの基本情報の確認をしていない。先入観・勘違い・確認不足である。 当時者 するかといったマニュアルが必要。このマニュアルの中では、診断書を手渡しする時に、本人であ
を保管する所があり、コストが取れるものの保管場所を捜す。姓だけを確認し、診断書を封筒に入 は会計をしながら、複数の業務（オーダー取り込み・処方箋打ち出し）などをこなしており、診断書 るかどうかを確認する方法も挙げられるべき。例えば、診断書を要請に来た時に、半券を渡す等
れて家族に渡した。その家族は、○○に診断書を提出した。当事者は、患者からコストを取ったも の受け渡し業務を注意深く行えなかった。また、医事課内に3人いたにも関わらず、声をかけな
の工夫が必要ではないか。また、業務体制を見直し、午後にも会計が手薄にならない体制を取
のとして、医事システムに入力してしまった。
かった。このような環境が、注意深い仕事が出来なかった原因でもある。 診断書を入れたキャビ る。 早急に診断書が入っているキャビネットの中を、整理・整頓するべきである。また、診断書を
ネットの中は古い診断書等がそのまま放置されてしまっており、非常に管理体制が雑である。 業 入れるキャビネットを、管理しやすいものに変える。
務手順に工夫が足りない。医事課では、業務手順・内容・効率の改善の為の話し合い・ミーティン
グはまったくされていないに等しく、診断書を渡す時のマニュアルを含む業務手順マニュアルがな
い。
○/4祭日 12時頃 当事者は日勤のフリー業務で、朝の回診が終わったのが12時前だったので 配薬時の確認不足（この場合の確認とは、配薬ＢＯＸの何時の薬かを確認していなかった。） 配 配薬時の確認の徹底 配薬ＢＯＸの見直し 薬袋に明記する事項の統一･･･患者の名前、服用時
あわてて昼の内服を配った。内服の処方箋との確認は朝の時点で済ませていたので、急いで配ろ 薬ＢＯＸ･･･仕切りはされているが、散薬等が多く仕切りが見えにくい
間（朝・昼・夕・朝食前・昼食前・夕食前を書く）
うと内服薬セットＢＯＸをワゴンに乗せて、部屋まで持って入り、患者様の名前を呼びながら薬袋の
名前を見てＢＯＸの中から取り出しオーバーテーブルの上に置き食前と書いてあるので内服させ
た。配薬が終わり、ナースステーションに帰りＢＯＸを片付ける際に昼の列に薬が残っているのに
気がつき、その時に夕の薬がないことに気がつき、間違って服用させた事に気がついた。
○／７（金） 整形外科：大腿骨頚部骨折ＯＰ予定の７８歳の患者様に術前点滴をしようと１１時頃 （１）ルートキープ後の患者の観察不足・説明不足 （当事者（ＯＰ係）その患者の所に訪室し係っ ・術前輸液…血管確保の目的・注意点の再確認 業務の遂行を科学的根拠に基づいたものにし
訪室。一回目で目的達せず、他の看護師に依頼し左前腕（手関節）にルートキープした。１２：３０ た看護師） － 点滴開始時の滴数・手の向きによる滴数の変化 （２）術前に血管確保する意義の ていく （個別性を重視していく） ・術前輸液の明記をOP出棟時間を考慮し、明記する ・医師と協
点滴が終了しており、医師に報告。「次も同じ点滴で」と指示を受けつないだ。１４時すぎに確認
知識不足 （３）点滴ボトルへの明記方法…現在は手術…という明記をしているが、出棟時間を書 力して術前輸液の指示の仕方を検討していく。
例） ml ／Hで…
時間を指定する
し、ナースコールにて訪室。「まだ、残量があるな」 思っていたら、１５時過ぎに再びナースコール き係る看護師に誰でも滴数が合わせられるようにする事も大切 （４）手術出棟時間が不明…とい 等
あり、点滴が終了しており、結局３本目を更新し１５：３０手術室におりた。 手術予定患者様の術 う現状も業務予定（予測）が出来ない。
前点滴（指示量は５００ｍｌ／４Ｈ）を行ったが 術前点滴の過剰投与（１０００ml／４H）になってし
まった。
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具体的内容
背景・要因
５：００ 訪室すると、ベットの足元に胡座をかくように座っている患者を発見。転落が予想される患 ベット柵の固定方法に問題があったのでしょうか？
者であったためベット柵は紐で固定していたが、解かれてベットの脇に立て掛けてあった。左額に
擦過傷が認められ、触れると圧迫痛のみ聞かれ、意識レベル低下なし、苦痛表情なし。
5:00頃、ﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞの床にうつむいた格好で倒れている患者を発見。（オムツ・ドロシーツに尿汚染 患者の身体能力低下の査定ができてなく、排泄援助のケア計画が不十分。
あり）
５：００巡視時はベット柵を上げて睡眠中。５：２５にＮＳコールあり。訪室するとベット柵の隙間か
ベットの柵の隙間が空いていた。アセスメント不足。大丈夫だと思った。
ら、さかさまに転落したと訴えあり。転落した音は無く母が気付いたら落ちていたと。児は自分で
ベットに戻り入眠していた。
５：２０ “ドーン”と音がして、その後「痛い」と声がしたため、訪室するとオーバーテーブルが動い ベット周辺の環境整備が充分でなかった。（オーバーテーブルの位置、部屋入り口の照明） ナー
ており、ベットサイド床に座っていた。本人「トイレに行こうとしたがフラフラして転んでしまった。」
スコールでスタッフを呼ぶように言ってはいたが、患者自身がマイペースであまりスタッフの意見を
「膝は打っていない」と右膝部の発赤、擦過傷、極軽度で腫脹は見られなかった。ＢＰ１５０／７０ 聞きたがらないこと。
Ｐ６８ 意識レベルクリア。 医師より、湿布貼用と様子観察の指示があった。
５：２０頃に訪室した時はベッド柵を触ったりして、入眠する様子はなかった。５：５０、バイタル測定 日勤、準夜勤共に、傾眠がちであったが、勤務交代時より入眠する様子はなく、脱衣行為やベッド
をしようと思い、訪室したところ、患者が胸部に貼っていたＩＶＨのルート固定のテープを剥がし、
柵を触ったりしており、入眠促すが拒否的な態度であった。 ３０分から１時間毎に訪室し、観察し
ルートを引っ張っていた。 挿入部を見ると、約１cmしか皮下に入っておらず、殆ど抜けていた。
ていたが、ＩＶＨのルートや留置カテーテルを触る様子は見られなかった。
（点滴の薬液がテガターム；保護テープ内に貯まっている程度だったので、発見時はＩＶＨ抜去直後
であったと考えられる。）
５：３０、ドンという物音があり、訪室し明かりをつけると、Ｐトイレの横に座り込んでいる患者を発
ベットとトイレの間隔が離れていたこと。 足元が暗く周囲の状況が把握できなかったこと
見。ポータブルトイレで排泄しようとして滑ってしまいお尻を打ったと言われた。ポータブルトイレは
ベットサイドに設置され滑り止めマットも設置していた。患者は移動時履物は履かず素足だった。Ｂ
Ｐ＝１６／６４ Ｐ＝７８、頭部打撲なし、右臀部痛の訴えあり。当直医より湿布貼用の指示を受け
施行、７：２０ 再度当直医が診察、患者は「もう痛くない」と言われ経過観察となった。
５：３０ころポータブルトイレ使用後、ベッドに戻ろうとして転倒したと、朝の巡視時に報告があった。 盲目である。
５：３０トイレより看護師と共に帰室。５：３５床にしりもちをついて座っている。
５：３５物音がして訪室すると、隣のベッドとの間（患者のベッドの右側）に仰臥位で倒れていた。
ベッド柵は３つあり、長女の付き添いもあった。長女より、ベッド柵を両手でつかんでベッドの下を
覗き込んでいと思ったら、あっという間に落ちたと情報あり。バイタルサインは問題なかったが、右
側頭部に血腫形成、頭部ＣＴでは問題なかった。家族に面談し、後日血腫形成の危険あり、脳外
科に転院となった。
５：４０ナースコールあり訪室する。端座位を希望され、ギャッジアップ座位から端座位へ看護師２
人で全介助で移動する。一人が背中を支え、もう一人が患者の下肢を支えてゆっくり左へ臀部を
軸にして回転させた。その際、右股関節の疼痛を訴え、オプソ内服しても疼痛の軽減ないため、当
直医に診察依頼する。レントゲン結果、右大腿骨骨折と診断される。元々骨転移に伴う疼痛あり、
骨折によって更に疼痛の増悪、安静制限による精神的苦痛、褥瘡の悪化などが考えられる。
５０％ブドウ糖２０ｍｌの指示のところ薬局から２０％が払い出しされていたが、ダブルチェックでも
気がつかず、そのまま整理した。翌日受持ちが、％数が変更になったのかとカルテで確認したとこ
ろ、整理間違いに気づく。
50%ブドウ糖20mlの指示を5％ブドウ糖20mlと勘違いをし開けてしまった。 もう一度確認をし、間違
いに気付いた. 与薬をする前に気付いた。
５００ｍｌ×２本を５００×１本で２４時間点滴していた。

改善策
コールマットの使用
排泄パターンを掴み、患者さんのレベルに応じた排泄援助をする。ベット周辺の環境整備。
ベット柵に布団を当て隙間をなくす.
・排尿パターンの把握 ・歩行時はウォーカーを使用する。 ・オーバーテーブルにストッパーを工
夫してつける方向で検討する。
ＩＶＨ刺入部の包交を行い、主治医に報告した。 ルート固定のテープを簡単にはずせないよう、も
う少し長く固定する。 主治医に不穏行動があった場合の指示を相談する。 ナースステーション
側の処置室へ一時移動し、監視できる環境とする。（より密な観察をする。）
ポータブルトイレとベットの間隔を狭くする。 夜間の病室の照明について検討の余地があるので
はないか？ 以前、転倒したことがあるため、アセスメントと計画立案は出来ていたが、踏み込ん
だ評価と予防に努める。
頻回に訪室する。環境整備をする。 ナースコールを押すよう、繰り返し説明する。

離床センサー（マッタ君）の音を患者本人からうるさくて眠れないと苦情があり小さくしたこと。
・脳腫瘍術後で不穏状態であった。また、当日退院予定で、いつもよりやや落ち着きがなかった。
・夜間は長女が付き添っていたが、一緒にベッドに乗っていたため、患者はトイレに降りようとして
たがトイレの反対側の柵が２本してある側にいたため、はずせず上から乗り越えようとした可能性
あり。患者の排泄の意思表示はなかった。 ・頻回に訪室し観察していたが、観察が足りなかっ
た。
・骨折した部分に骨転移があった。 ・骨転移の情報を得た上で介助していたが、骨折してしまっ
た。 ・病的骨折を起こす可能性があると本人へも整形外科の医師から説明されていたが、動くこ
とを強く望まれた。

離床センサーが聞こえるように患者にも説明して理解してもらう。センサーをうーご君に変える。
・家族の付き添いがあっても、頻回に訪室する。 ・一緒に寝たほうが患者が安心するということ
で、シングルベッドに２人で乗っていたが、かなり狭く、覚醒時は良いが、２人で寝ることは避けても
らう。 ・排泄パターンを把握し排泄を促す。 ・今回は部屋が狭く無理もあったが、今後危険性の
高い患者であれば、床にマットレスを敷いて寝ていただき、少しでも床との落差を無くす方法も検
討する。
・骨転移の部位を把握し、骨折し易い状態であることを把握したうえで、もっと配慮して介助すべき
であった。 ・病的骨折を起こし易いという情報はチームだけではなく、他のチーム員も介助するこ
とがあるため、全体に周知し、同じ安全な解除が出来るようにする。 ・可能であれば、骨転移のあ
る患者は、主治医・整形外科医師・理学療法士・看護師などチームで体動やリハビリなど考えてい
く必要がある。
慌てて整理していたため、ダブルチェックも隣同士で流れ作業のまましてしまい、数だけの確認と 処方箋での指差し、声だし確認の実施
なり、％を見落とした。処方箋の指差し、声だし確認が実施できていない。
診療録をしっかり確認していなかった。

確認を確実に行う。

１．点滴確認のダブルチェックを。２．×２の記載は避けたほうがよい。３．２４時間で５００ｍｌのみ
は点滴量として少ないのではと疑問を持って確認する。
５００ｍｌの点滴を２４時間で投与のところ、１２時間で終了してしまった。
前日まで５００ｍｌ・２本で２４時間の指示であったため、思い込んだ。情報収集時、カルテがなかっ 指示変更時は確実に申し送りを行う。確認は必ず行う。
たので確認しなかった。
５００で２４ｈキープの持続点滴で残り３ｈで残３００もあった 日勤から準夜の申し送り時、他看護 ボトルにあるクローズとオープン目盛りがあることを知らず、その時その時目に付くところで見てい ・滴下数の計算の学習 ・確認を他看護師にしてもらう
師より指摘される
た その時点での残量から、滴下数を計算することの学習不足
５４歳のベーチェット病の男性患者が○月９日の１１時半ごろ退院したが、１８時半ごろ患者本人よ １．病棟管理の内服薬を確認出来ていなかった。 ２．担当看護師が退院時のチェックをしていな １ 退院時チェックリストの使用して退院時の書類など含めて確認して対応する。
り電話があり、病棟管理の精神科の内服薬を渡していないことが分かった。患者様宅に翌日宅配 かった。
で届けた。
５９歳、女性、直腸癌低位前方切除術術後１４日目。 朝８時、患者より「額を冷やすので氷が欲し 元々日常生活動作や認識力に問題がある患者ではなく、病室内に蝿がいた為に患者の注意力が 転倒時の状況を上司に報告した。
い」との訴えがあった為、確認したところ、病室に蝿がいた為、自分のベッドに寄りかかった状態で 散漫になっていたのではないかと考える。
蝿を追っていてバランスを崩して転び、額を打ったとの情報を得た。右前額部に軽度の発赤があり
痛みの訴えはなかった。バイタルサインに異常はなく、他に外傷等の症状はみられなかった。右前
額部をアイスノンで冷やし、主治医に報告後、診察してもらい経過観察の指示が出た。
５ＦＵ１０００ｍｇ＋ＣＤＤＰ１０ｍｇを看護師が調剤後、医師がＡポートより注入する。その後、看護 当日もう一人の看護師が休みで、一人で忙しかった。 医師とのダブルチェックを行う体制でな
医師と話し合い、調剤業務は看護師が行うが、調剤の確認を医師と共に行う。 従来注射も看護
師が医師の指示通りに注入時間を設定する時に、１時間１０ｍｌを１時間１００ｍｌと誤って設定す かった。 忙しい時間帯に化学療法と外来診療とが平行して行われている。 薬剤師の関与がな 師が行っていたが、注射は医師が行う。抜針は看護師が行う。 輸液の設定を医師と共に行う。
る。１時間で終了した時に誤りに気付く。医師に報告し、生食２０ｍｌを注入後抜針する。 ２時間外 い体制である。
外来での化学療法患者の点滴を１１時以降の時間帯にする（外来診療終了頃に設定する）。
来で休んでもらい、異常ないため帰宅していただく。帰宅後も吐き気や腹痛などの症状なかった。
５ＦＵ４００ｍｇ＋生食５００ｍｌを２４時間輸液ポンプ（１４ー１４）で点滴する患者であった。１５時に
点滴を差し替えた際、一度、ポンプ設定が消えた。本来、２０ｍｌ/ｈでいかなければならないのに、
再設定時、４７ml/ｈと設定してしまい落下速度が速すぎた。
○月８日ＡＭ8：30深夜の勤務者が、当該患者が病室に在室していることを確認している。 9：30
家人（息子さん）より近所の方より「患者が家の近くの道を歩いているのを見かけた」と 連絡が
あったが病院にいないか？と電話あり。 病棟内を探すが見当たらなかった。約１時間後自分で病
院に帰ってこられた。

×２が確認できなかった。

ポンプ設置時の計算間違え 一人で業務を行った

ポンプ設定はダブルチェックというルールを遵守する 毎回、勤務開始，終了時に、ポンプ設定を
観察することの徹底

8：30在室を確認している。痴呆について把握はしているが、無断で外出する可能性についての認 夜間・日中それぞれの時間帯での巡室時間を明確にし看護計画に上げる。巡室時における在室
識がうすい。 深夜勤から日勤への勤務交替（申し送り）の時間帯で、病棟内も活動的な雰囲気に の確認を記録に残す。無断外出の危険性があることの表示（リストバンドなどで）を行い、職員全
なってきていた。ちょうど監視の目がおろそかになりやすい時間だった。
員で声をかける体制を作る。 不在が確認されたら直ちに捜索マニュアルにそって行動する。無断
外出の危険性のある患者さまには、患者報告用紙の提出を行っておく。家族とのコミュニケーショ
ンをはかり在宅での様子など危険性の把握を十分に行う。
5時30の体位変換時は胃ろうにトラブルはみられず。しかし、体位変換後胃ろうのチューブがぬけ 患者の危険のリスクのアセスメントが不十分であった.
胃ろう処置した人は、危険感じなくとも腹帯装着するようにする。また、意識レベルの良くない患者
ていることを発見する。やや出血手に付着。胃ろう挿入部は止血ほぼできている。バイタルサイン
に対しては手袋装着を勧めていくようにする。
問題ない。消化器医師に連絡し指示受ける。消毒しガーゼ保護をする。
5時30分頃、他チームの看護師が訪室したところ、床に座りこんでいる所を発見｡頭部を打った様 ベッド柵が2柵しかしておらず、巡視(4時)以降の確認、訪室ができていなかった。
ベット柵を4柵にし、ベッドを低床にした｡その後より、頻回に訪室した。
子はないが、床にお茶の容器が落ちてしまった為、自分でとろうとしていた。レベル低下、バイタル
著変なかった。
５時３０分頃胃管カテーテルを自己抜去しているところを受け持ち看護師が発見した。発見時は
観察不足
ラインの必要性を納得出来るまで説明する。 頻回に訪床し精神的ケアを積極的にする。
ディプリバンのセデーションを中止した後であり覚醒しはじめた所であった。抑制をすると、興奮し
て嫌がりバイタル（血圧上昇）変化が以前にあったので、抑制はしておらず、レベルはほぼクリアで
数日前からかなりストレスがでていた。
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具体的内容
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背景・要因
改善策
薬の多量服用で入院、入院時より体動あり又朝方よりベット上に起き上がったり動き多くなる。看 起き上がったりしたときは入床の声かけや、入床誘導をしてた。入院時より動きがあり両手の拘束
護師他室で処置中DiV抜く
が必要と思う。
5時55分ナースコールが鳴ったため訪室すると、患者はベッドと床頭台の間に仰臥位で倒れてい 患者への説明不足
゛転倒ムシ゛は作動しやすい位置に設置する。 ゛転倒ムシ゛を自分で外さない様に工夫する。それ
た。ポータブルトイレに移れると思ったが足が滑ってこけて頭を打ったと言う。゛転倒ムシ゛は外れて
でも外す場合はフットセンサーの使用を考慮する。 転倒の危険性を繰り返し説明していく。
いた。 当直医に診察を依頼。右後頭部に4ｃｍ大の腫脹あり、頭痛と嘔気の自覚があったため、
頭部ＣＴを緊急で行った。結果、CT上異常所見なく、経過観察の指示を受けた。
5時5分に、胎便吸引症候群の疑いで、ベビーを保育器に収容し１時間毎に室温・湿度等を確認し 当事者は、看護チーム編成の変更により、新生児室を担当し始め１週間たった時期であった 器 申し送り時は、保育器の前で送り手と受けてで確認する 保育器の取り扱いをカードにし、器械と
ていた 10時30分、湿度がずっと９９％であるのに気づき確認すると、加湿器に蒸留水が入ってい 械の取り扱いに習熟していなかった １時間毎に保育器の環境を確認していたが、測定値に疑問 ともに保管しておく ベビーの環境について理解を深める
なかった
をもつことがなかった
５時から、インパクト２Ｐ（５００ｌ）を食注ポンプにつなぎ、設定をした。しかし、食注ポンプのロックが 食注ポンプのロックがされていなかった。さらにクレンメを開放していた。そのため、全開で食注が 食注ポンプを設定時に食注ポンプのクレンメが閉じてあるかどうか確認をする。ポンプのＷチェッ
されていなかった。その後Ｗチェックをしてもらおうと思ったが、クレンメが開放されており、６時の 胃の中へ入ってしまった。
クをすぐにしてもらう。
検温に訪室した看護師が食注の中身がなくなっていることに気がついた。
５時にミルクを注入した時は異常はなかった。６時３０分に訪床した所胃管カテーテルを自己抜去 観察不足
固定テープを常に観察し剥がれやすくなっていたら貼りかえる。
しているのを発見した。
5時に大きな物音がした。訪室しようとしたところ同室者よりナースコールが鳴った。訪室すると
排尿は日中トイレ介助。夜間は眠剤内服される。そのため失禁状態となりオムツを外すこともあっ ベッドコントローラーを近くに置かない→探すので夜間はコンセントを抜く。 ナースコールは手の
ギャッジアップされたベッドがあり、患者はベッドからの転落していた。柵は曲がっており、無理やり た。2時にもオムツを外していた。失禁してしまいどうにかしなければという思いがあった。
届く所に置く。 眠剤を飲まずに過ごしていただく。
降りようとした様子。オムツは外しておりズボンも脱いでいた。頭部・腰部などの打撲痛なし。BPや
や高めであったが、安静にし下降見られる。
５時に注入予定のマクトンオイルを注入しなかった。
指示シートの見落とし
指示シートをしっかり見る。
５時に訪室するといなくて探すと、喫煙のためドアが開いていたので吸っていた。帰ろうと思ったら 施錠規則確認
夜間喫煙についての指導。夜間開錠の際の確認の徹底。
ドアに鍵がかかって誰か来るのを待っていたとのことであった。
5時の栄養注入時に与薬するはずの散剤を与薬し忘れた。日勤看護師が与薬車の中に残ってい いつもは注入用の散剤は薬杯に移して白湯で溶解する方法をしているが、この日は注射器に直 与薬車から薬を取り出した後、もう一度取り忘れがないか引出しを開けて確認する。慣れない方
るのを発見し、8時に注入終了後与薬した。
接散剤と白湯を入れて溶かす方法をしたため、慣れないことに気をとられていた。
法を実施するときは特に落ち着いて基本を忘れず確認する。
5時の巡視で狭心症で入院している患者様が柵を乗り桶立位になっていた。患者より「頭をドアに 患者の排尿パターンを十分にアセスメントできていなかった。 患者の理解が不十分であった。
ナースコールの使用について再度説明を行う。 患者の状況に合わせて、離床センサーを設置す
ぶつけた」と訴えがあった。頭部外傷・腫脹などみられなかった。バイタルサイン測定し、朝主治医
る。
に報告。経過観察となった。巡視毎にトイレ誘導声かけにより3時に排尿を確認していた。
５時の巡視に行った時ベッドと床頭台の間にあお向けで倒れている患者を発見。２柵固定してあっ 麻痺もあり意識レベルからも一人で起き上がったりすることはないだろうという判断でベッド柵を４ すぐにベッド柵を２柵から４柵へ変更し柵ベルトにて固定した。ベッドは一番低い位置まで下げた。
たが柵ははずれておらず。外傷はなく意識レベルも変わらず、医師へ報告し様子観察を行った。 柵から２柵へしていた。
医師へ状況，状態を報告した。
5時45分持続点滴自己抜去する

５時の巡視時、部屋を訪室すると患者様はズボン・オムツを脱がれていた。右鼠径部よりＣＶＣ挿 ・知識が不十分であった ・ＣＶＣに対する認識が低かった（危険性の知識不足） ・睡眠中である
入されていたため観察すると挿入部が抜去されていた。出血はみられなかった。
ため体動が少ないと思いこんでおり観察が不十分であった
５時覚醒後、ライトコートでタバコを吸い、自室へ戻る際、スロープのところで転倒。 本人は「滑っ 眠剤追加したが、５時覚醒時にはふらつき見られず、しっかり覚醒していたが、照明が暗かったこ
た」と。右膝・右肘・右腰部を打ち、痛みの訴えあり。外傷は右膝に３?ほど切創あり。出血少量あ と、スリッパでスロープの部分が滑りやすいことが要因になったのではないか。
り。イソジン消毒しプリマポア貼用する。以後１時間ほど入眠後、気分不快なし。痛みも消失し、歩
行状態も特に問題なく、バイタルサインも異常なし。 医師に状況報告し、診察依頼する。
５時頃胃ろうから栄養剤を注入し始めた。６時３０分に注入が終了したと思い訪室すると、バルー 注入開始後に観察していなかった。 注入開始後に排尿介助のナースコールがひっきりなしに続
ン部分から抜けていて布団に栄養剤が漏れていた。外科の医師に連絡しレントゲン室で再び胃ろ き、訪室できなかった。 患者様は深夜帯に眠っていなかった。 患者はあまり眠れていなく活動
うカテーテルを挿入した。胃ろう部が発赤しているが出血はなかった。
的であったのに注入時、四肢の抑制やミトンの使用等に気を配っていなかった
５時頃患者よりナースコールがあり訪室すると、ベットサイドに臀部より落ちる形で倒れ込んでいる 尿意頻回であり、こちらからも２時間毎に必ず訪室し排泄の声かけ行っていたが自己にて動いて
患者を発見。本人は右背胸部を打っただけで頭部は打っていないとのこと。バイタルサインは著変 しまっていた。ベット柵は２本で頭側についていただけであえて４本は危険と判断しつけていな
なく対光反射はあり疼痛もないと。ＣＶ挿入中だがルートトラブルもなかった。
かった。
５時頃患者がベッドサイドに倒れていたと報告があった。家族の方の話では転倒か転落かは分か
らない。５時の時点では痛みも訴えなかったので様子を見ていたが７時頃見ると血腫が形成され
ていたので心配になり報告したとのことであった。右側頭部に皮下血腫あり、ＣＴ検査を行ったが
異常はなかった。
５種類の薬剤を分包すべきところを誤って１種類で分包してしまい、監査でも見落としてしまった。
５日１０時半頃同室者の家人よりＡ氏が車椅子より転落していると報告あり。部屋に訪室すると、
フットレストと座るところの間に臀部が挟まった状態になっている。すぐに看護師（師長）三人でベッ
ドに戻す。擦過傷や打ち身なし、上下肢のしびれ変わらず。上下肢動き良好。ベッドの布団をなお
そうとして車椅子よりすべり落ちたと。主治医より診察され経過観察でよいと。
5日の10時にフランドルテープ張替えを忘れた。翌日の残薬チェックで残数が多いので気づいた。
５日より開始される内服薬の処方箋がカルテの後ろにあることを４日深夜勤務時確認していたが
まだ降ろす必要が無いと思い込んでしまいそのままにしてしまった 誰もきずかないまま当日とな
り昼より開始になった
５日間の動注ケモを詰める際にワークシートには５％ブドウ糖150ｍｌ使用と記載されていたが、
150ｍｌ使用を記載されているのを見落としてしまい、250ｍｌ詰めてしまった。 ３日間たった時に患
者さんより前回よりも残量が多いとの訴えがあり、原因を追求して気づいた。
５日前にワーファリンが処方切れとなり定期で処方されると思い、日勤者にその旨を申し送ってい
た。医師へ伝達されず処方されていなかった。５日後に申し送りをした看護師が処方されていない
ことに気付く。すぐに医師へ報告し、ワーファリンが再開される。

・刺入部を消毒しガーゼ保護した ・睡眠中であっても、点滴ルートの接続や刺入部の観察を行
う。 ・１つ１つの治療・処置に対して、根拠・方法・観察点など再度学習しなおしていく。
・夜間のライトコートでの喫煙はなるべく控え、起床時までは自室で休むようにしてもらう ・夜間の
歩行時は充分気を付けるように説明し、スタッフ側も患者の所在地を把握し、注意して観察するよ
うにする。
注入中にミトンをつけてカテーテルに触れないようにする。 活動的な場合、注入中も様子観察を
頻繁にする。 腹帯を用いる場合、布の腹帯を用いる。

観察不足

訪室時間を２時間と決めずこまめに声をかけていった。また頻回な尿意に対してコンビーンをつけ
ようとしたがはまらず、尿管に対しては拒否ありおむつ着用とした。ナースコールは手元に握るよう
に渡した。ベッド柵については乗り越えての転落防止にて２本のままとし訪室による対応とした。し
かし、今後の患者の病状によっては４本のベッド柵や尿管の挿入も考慮していく。
危険行動があれば抑制をさせて頂く

注意力の散漫、作業を中断したこと
ベッド周りの環境整備が出来ていなかったこと。下肢の筋力が低下していることの自覚不足。

調剤中は他の作業は行わない。監査等の一連の作業は中断しない。
１人での無理な移動をしないように注意を促す。ベッド周りの環境整備。

ワークシートにチェック漏れがあっても誰も指摘しなかった。
深夜のカルテ整理でポケットに入っている処方箋に気付かず処方箋を降ろせなかった

ワークシートのチェック漏れがないか、各勤務業務終了時に確認する。
処方箋は気が付いた時に薬局に下ろすように心掛ける 申し送り事項はメモを取り必ず申し送る
カルテ整理中ポケットの中に入っている書類は必ず全て目を通す

ワークシートの記載を見落としてしまったため。

・ワークシートでの確認の時は全量使用なのか、使用量が決まっているのかを確認する。 ・例え
ば薬剤を２Ａ使用する時は、２Ａと記載のところに丸印があるように指示量がきまっている時はそ
の部分にマーキングして、目立つようにする。
申し送りを受けた看護師が処方切れを医師へ報告していなかった。 処方切れに気付いた看護師 口頭での申し送りではなく、医師への連絡板に記載する。申し送られた看護師も処方されたかどう
が医師への連絡板に記載していなかった。 看護師は定期処方されているかオーダリング画面で かまで責任を持って確認する。 医師は患者の内服薬の管理を行う。
確認していなかった。 看護師は処方されたかどうかの確認をしていなかった。 医師は処方への
意識が薄かった（看護師からの報告に頼っている）。
５日前に出ていた、「パントシン（２００）３錠」毎食後、１週間分の処方が受けていないことに、受持 受け忘れた。
医師指示を確実に確認できるよう工夫する。（指示棒等）指示受け手順を守る。
ち看護師が気付いた。
○番診察場のＡ氏の尿検体を同じ○番診察場のＢ氏のものとして検査し報告していた。Ａ氏の検 名前の確認を充分にせず、○とかいてある胃腸科だけが目に入り思い込みによるミスと思われ 診察場,氏名の充分な確認をすること。ラックにかたづけるときにも再度確認しなければならないと
思う。
体がでないこととＢ氏の検体が長く検査されていないことからＢと検索してみるとすでに検査容認 る。
していたので間違ったことに気付いた。すぐに検査しなおしたが検査結果には大きく違いがなく診
察には特に影響はなかった。
5分前には病室で寝ているところを確認しているが、１７：４５近くのスーパー前を歩いて居るところ 痴呆状態があり、無断外出の可能性は考えられていたが観察が不十分だった。
観察を頻回にする。徘徊が落ち着かない場合は主治医に報告し早めの対応をする。
を日勤帰りの看護師が発見し病院に戻ってくる。
６：００ 化学療法開始の患者前日に薬剤が降りてきているか確認したところ降りてきておらず、薬 ６：００から開始と記入されていたのなら薬剤師は６：００に出勤しないのでＤｒに確認するべきだっ ６：００から開始となると急変時担当医師がいないので対応が遅れるおそれがあるのだはないか
剤師へ連絡。「薬剤師に当日連絡があってから調剤して降ろすつもりだった。」とのこと。しかし、注 たのでは？？
日中で開始としてほしい。
射箋には６：００からと記入されており薬剤師の印鑑もあった。看護師で薬局に薬剤を取りに行っ
た。
６：００にオムツ交換。物音で訪室すると、ベットサイドで倒れている患者を発見。（６：３０に尿意あ 痴呆で自宅でも徘徊が見られ、よく転倒していたとの事で、転倒後の障害ﾘｽｸが高い事を含めて 排泄パターンを掴み、患者さんの人間性を尊重した排尿誘導。チームでの頻回の観察に心がけ
り、トイレに行こうとしてベットサイドに立位となり、倒れた）自宅でも徘徊が見られ、よく転倒してい 家族への説明及び指導の必要あり。
る。家族へのﾘｽｸを含めた説明と了解を得る。
たとのことであった。
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具体的内容
６：００には異常なし。６：４０に訪室すると尿道カテーテルを自己抜去しているのを発見

背景・要因
改善策
観察不足 不穏状態の患者様であったが本日は落ち着いておられたので抑制もせずに様子を見 不穏状態の患者様は落ち着いていても眼を離さないように観察する。離れる時は抑制をさせて頂
ていた。
く
６：３０ 患者不在。院内捜索するも見当たらず。 ８：１５ 本人帰院される。
同室の患者が不穏のため、うるさくて眠れず外出したと。
病棟を離れる時は、看護師に声をかけていただくよう説明する。頻回に訪室する。
６：３０に他の患者の部屋で検温中に、当該同室患者が呼びにきた。訪室すると洗面台前で尻餅 ベッド柵をし、フラツキがあるので動かないよう、必要なら看護師を呼ぶよう説明するべきであっ
痴呆があるため、常時観察はしていたが、洗面時に患者ひとりで歩行されたので、介助に伺うまで
をつき壁にもたれ座っている。歯ブラシを握り締めており、歯磨き中に腰の力が抜け座り込み立て た。
待っていただく旨を患者に伝え、スタッフにも指導した。
なくなった様子。看護師２名で抱きかかえ、椅子に坐らせベッドまで移動。臥位をとらせた。打撲箇
所がないか確認。バイタル安定していた。医師に報告ののち診察。経過観察となった。
6:40 他患者が看護師室に報告。食堂に臥床位で倒れている。他患者の目撃によると、歩いてい 入院してから、転倒など無く、足取りもしっかりしていた為、転倒のリスクのある患者リストからはず 今後の検査、治療方針により再度注意をしていく。
て倒れ、テーブルの縁に軽くぶつけたとのこと。頭部外傷なし。顔面蒼白、口唇血色悪いもチア
れていた。
ノーゼなし。脈･血圧測定できず。SPO2 89から91%。主治医報告。診察あり。6:55 SPO2 97%ま
で回復。口唇の色も赤みを増す。BP90/70mmHg,P78回/分。
６：４０に術前食を手渡すが、７時までに食べ終えている必要があったが、８時に終了した。手術を 食事に関する説明を行わなかった。自分が配膳することを忘れていた。
患者の摂取ペースを考慮して配膳を行う。手術時間に合わせた、タイムスケジュールをよく確認し
遅らせることはできないので、情報等を医師、麻酔科医に伝え、家族に説明して予定通り手術行
て行動する。
う。
６：４５ 訪室、声掛けして覚醒を促した後洗面タオルを渡し顔を服用説明する。今朝、まだトイレを トイレにを使用した様子がないと気づいた段階でトイレに誘導すべきだった。 （片付けを優先して 日常生活に中から、優先順位を考え必要な介助は後回しにしない。 オーバーテーブルが固定位
使用した様子がなく、声掛にて誘導する必要があったが、“同室者の排泄の片付けの後に”と思い しまったこと）
置にしっかり固定されているかどうか確認する。 オーバーテーブル固定方法 板に穴を開け、
先にポータブルトイレを片付けて再度訪室するとポータブルトイレの前で床に座っているのを発見
キャスター部分にはめ込み、テーブルが動かないよう固定
した。その際、オーバーテーブルがずれないように固定してあった板よりずれていた。患者をベット
に戻し、直ぐＮＳに報告、ＢＰ１３０／５８ ６：５０当直医に報告した。患者は「たまにフラツクノヨ、大
丈夫」と言い疼痛等の訴えはなかった。
６：４５頃、ﾄｲﾚに行こうとして点滴ｽﾀﾝﾄﾞに倒れかかるようにﾍﾞｯﾄの方に倒れる。向精神薬内服中。 向精神薬服用患者で点滴ｽﾀﾝﾄﾞに倒れかかるような状況を見ながら、すぐ危険を察知した対応が 危険性を含めた家族への説明。ﾁｰﾑで観察。
できていない。
6:50ナースコールで訪室すると、ベッド脇でしゃがみ柵につかまって尻をついている患者を発見す 病室での患者のベッドの位置が狭い上、患者本人の私物が多く整理されていなかった。取れない 病室でのベッドの位置の検討手が届かないものは呼んでもらうよう指導をする。私物の整理を一
る。「車椅子上からベッドの向こうにある私物を取ろうとして高めにあげてあったベッドに上半身も ものがあるときは、呼んでくれるように指導が不足していた。転落することに、慣れてしまってい
緒に行う転落の及ぼす影響を患者に理解を促す。
たれたが、車椅子から滑り落ちてしまった」と話す。「いつもですからなれています」といわれる。
る。
６：５０ホールに出たとき、患者様の右眼瞼部膨張していた。患者は２２時、眠前薬服用後自室、 観察が不十分だった。頻回の巡回にも関わらず、ご本人が布団を頭からかぶって臥床していたた 一人一人の臥床状態に注意する。夜間多動な患者様の観察及び担当医への情報上申を促すよ
ベット側で足踏みをしていたところ、すべって床に顔面を打ったと話す。
め翌朝まで気づかなかった。
う全体に申し送る。○／２２にも状態を報告する。
61歳男性患者が深夜ベッドから起き出そうとして誤って転倒、右前腕外側および左膝に擦過傷を 足元に常夜灯が点灯していれば防止できた可能性あり。
転倒の恐れのある患者を把握し重点的に観察する。フットライトの設置を検討。
負う。
６２歳、転移性脳腫瘍にて知的障害がある。ＡＤＬはほぼ自立している。喀痰細胞診のため蓄痰の 軽度ではあったが、知的障害により何が起きるか、予測がなかった。 手の届く所にあった。
予想がつかない場合には吸引で行う．(痰培養気を病室に置かない)
指示が出され、患者に痰をためるように説明しｵｰﾊﾞｰﾃｰﾌﾞﾙに置いた。しかし痰の喀出が困難でな
ため、吸引ｷｯﾄで痰を吸引し、容器に移そうとしたが、保存液が空になっており、患者が飲んでし
まったと話される。胃管挿入し観察実施。（保存液の内容は、５０度アルコールとポリエチレングリ
コールにて毒性はない）
６６歳男性、ソケイヘルニアの手術中、血圧80以下でエフェドリン１０ccで薄めて2ｃｃ静注の指示に 新人等の院内事故防止教育の問題点
声だし復唱の習慣。 緊急時に使用する薬品の使用方法、用量の注意点を勤務移動者にオリエ
対して、原液を2ｃｃ静注した。血圧は170まで上昇したが患者の不快な訴えはなく、その後血圧
ンテーションする。
110/64となった
69歳男性。３ベッド。進行性核上性麻痺による運動障害あり、自宅でよく転倒されていた。バルー 何度も説明を行っていたが、対象は歩けると思い行動していた。
適時訪室する。 ベット柵が外れないようにする。環境調整する。
ンカテーテル留置。入院後も再三転倒されているため、行動するときはコールするよう巡回の度に
説明する。同室者よりコールあり、訪室すると１ベットの前で前かがみになり倒れているところを発
見する。バイタル異常なし。外傷なし。打撲なし。バルーン抜去なし。ベット柵の外している。
○Ａ病棟の患者さんの食事変更をする際、誤って○Ｂ病棟の同姓の患者さんの食事を食事変更し 変更する食種に目が行ってしまい、内容の確認を怠ったこと。 病棟別に食札変更しなかったこ
二枚以上の食事変更がある場合は、事務所内で仕分けをしてから、確実に内容変更する。
てしまった。食札配布時に栄養士が見つけ事前に事故が防止できた。
と。
6時、11時、16時、21時に注入を行っている患者様。13時分の注入を作ろうと思い、注入時間と注 確認不足 不注意
朝、患者の注入の時刻をボードできちんと確認して、その場で行動計画に書きこむ。その際、見落
入物の内容が書かれているボードを見たら、11時に注入をつなげなければならなかったことに気
としが無いか再度確認する。また、カーデックスに患者様の注入の内容、時間が書かれているか
付く。ヘルパーと相談し、14時からのリハビリを15時30分に変更してもらい、11時分の注入を13時
を確認して、書かれていないときはすぐに記入し、どの看護師が受持ちになっても、ミスのないよう
につなぎ、リーダーに報告。時間を遅らせて注入をしていくように指示を受ける。患者は注入物の
にしていく。
嘔吐なく、15時30分のリハビリをおえて、帰室した。
６時１０分 トイレの前を通りかかるとうめき声あり。訪室すると男子トイレのカーテンの個室で額を 転倒のリスク高く、前日にカンファレンスし、部屋移動（詰め所の横）を検討。移動促すが「トイレへ 離床センサーをつける。家族に協力依頼。
押さえてうずくまっているＡ氏を発見する。前額部に約２センチの裂傷あり。３時５時尿意の確認を 行くときは必ずコールする」ことを約束されたため、Ａ室で観察となった。
し排尿はなかった。
６時２０分の訪床時ベッドサイドの床に左側臥位で横たわっていた
寝返りをうったらベッドの端に寄ってそのままずり落ちた
ベッド柵を１本から２本つける 夜間入眠時果ベッド柵で完全に囲っておく
6時20分訪室すると、体を右側の方に寄せ右手でサーフロー自己抜去し、握っているところを発見 以前より体の位置が右側にずれていく事があり、今回も事故発見時の前、6時に体の位置を直し 観察を十分に行う。手の拘束に遊びが出来ないようしっかりと拘束を固定する。
する。
ていたが短時間のうちに体が右側にずれてサーフローに手がいってしまったと考えられる。
6時30分ドスーンと物音あり。訪室するとベットの左上から床に転落している。特に擦過傷なし。胸 もともと不穏行動あり。それに熱発したことも重なり、不穏が悪化したものと思われる。
1度目の転落の後に、何らかの策を考えなければならなかったと思われる。
部と右肘の痛みあるのみ、ベットに戻し様子みる。7時15分、今度は物凄い音でベットの上から床
に転落。近くにあった床頭台にぶつかったようで、右腰と右肘の痛みあり、右肘擦過傷にて出血あ
り。
６時３０分に訪床したときは異常はなかった。８時に訪床すると末梢点滴ラインを抜去していた。
観察不足
頻回に訪室し観察する。 必要時抑制させていただく。
６時３０分頃、覚醒し、ゴソゴソしていたが動くと危ないので臥床促し様子をみていた。７時バイタル 詰所に近いベッドに移動させて見るべきであった。
目の届くところにベッド移動しておけば良かった。必要時、家人に付添いの依頼も考慮する。
測定のため訪室。この時はまだ臥床状態であった。ベッド柵をはずして床に倒れている患者を発
見した。
６時３０分尿培養の検体を滅菌スピッツに移す際、スピッツの患者名を確認せず他の患者のスピッ 氏名の確認方法
滅菌コップと滅菌スピッツをセットで持ち込み名前を確認する。指示を受けた担当の看護師が実行
ツに入れてしまい、検査室に提出してしまた。９時に他の患者の採尿をする段になり間違いに気付
する。
き検査室に連絡した。
６時４０分に訪床したときにベッドサイドに倒れているのを発見した。尿意を感じベッドから降りよう 観察不足
夜間のみでも抑制させていただく。 夜間用事があるときは自分で動かずナースコールするように
としたようであるがどのように転落したかは不明である。背部を打撲した。
説明した。
６時５分は眠っていたが、６時１５分には座位で寝巻きを脱ぎ，ＩＶＨを抜いていた。出血無く、ルー 患者の状態把握不足
患者の観察を十分行う 術前からリスクの高い患者には家族への説明をし協力を依頼する。
トも先端部分の破損も無かった。
６時から入院患者の採血を行っていた。７時頃、他の患者の急変があり、処置・検査で忙しくなっ 忙しい時でも確認を充分に行う。思い込みで行動しないようにする。
リストバンドでの患者確認を再指導した。
た。それまでは採血を行う際、リストバンドで患者の名前と検体スピッツの患者の名前を読み上げ
て確認してから行っていたが、７時頃の患者急変以降、自分の勤務時間内に残っている数人分の
採血を終らせようと、慌てて採血を行っていた。その間、リストバンドで患者の名前と検体スピッツ
の名前の確認を怠っており、本来施行しなければならない患者の隣の患者の採血だと思い込み、
人を取り違えて採血を行ってしまった。
６時ごろ覚醒されて、洗面所まで歩行されたが、向きを変えようとした際、ふらついて転倒したとこ 観察不足であった。伝い歩きが可能な患者様が増えていて、夜勤帯では目が届かないことが多 患者観察及び安全面への配慮を職員に申し送る。
ろを他患者に発見される。外傷は特になかった。
い｡
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具体的内容
６時ごろ覚醒されて、洗面所まで歩行されたが、向きを変えようとした際、ふらついて転倒したとこ
ろを他患者様に発見される。外傷は特になかった。
6時ごろ病室に不在のため身障者トイレに行くと便器と車イスの間に挟まった感じでオムツを外しし
りもちをついていた、排尿後車イスに移ろうとしていたと言う。
６時に巡回をして抗生物質を側管から施行した。２０分後に訪床すると自己抜針していた。 患者
様はミトン及び体幹抑制を行っていたが引っ張って抜いたと言われた。
６時に訪床した時は声を出しベッド上でゴソゴソして見えたが７時には入眠されており、７時３０分、
配膳のために訪室すると尿道カテーテルが自己抜去されていた。
６時の側管からの時間注射を忘れていたが、それにきずかずにいた。日勤の人が9時すぎに気付
き指摘される。その点滴は、すぐに施行されのちの14時の時間注射は、ずらして行なわれた。
６時の点滴にビソルボン４mgを２アンプル混合する支持が出ていたが、１アンプルしか混合せずに
施注した。その後、ビソルボン１アンプルが残っていることに気付き、１２時の点滴に追加した。
6時の内服指示が出ていたが、勘違いしていたため与薬されなかった。45分後に気がつき、医師
へ連絡、投薬指示があり処置を行った。
６時よりレビンチューブから経管栄養（５％ブドウ糖２５０ml）を開始していた。夜間から７時過ぎに
訪室したときまでは家人の付添いもありレビンチューブを触ること無く、少し体をよじらせる動きが
あったのみであった。８時点滴アラームがなり訪室すると、体をずりおろし、抑制帯で止めている手
でレビンチューブを引き抜き自己抜去されているところであり、主治医も訪室されていた。
６時間で投与すべき輸液を１時間で終了してしまった。末梢の輸液で体動などにより、予定より早
くなった可能性がある。
６時間毎の血糖チェック時１５０mg/dl以上補正の指示があった。１８時血糖１５０mg/dlであり医師
に補正していないのか問われ補正していなことに気づいた。
６時前に訪室した時点で、点滴の残が２００あったため食後に訪室したときに更新しようと思い他
の患者から検温していた。食事を終えたと思われる時間１９時頃訪室したときには、点滴の残はな
くルートも閉塞してしまっていた。フラッシュしたが、開通しなかった。
６時内科入院のＡ氏（７４歳）が大声をだしていた。経験年数１０年目の看護師が訪室するとＩＶＨ
ルートを引きちぎっている所だった。止めに入るが間にあわなかった。
6時半に自己血糖測定をされ血糖値が２６８であった。スライディングスケールが必要な為準備に
ナースステーションへ戻った。忙しさがあったため簡単に確認できる血糖測定表（血糖測定をする
人とそのスライディングスケールが書いてある）で確認すると「SSあり」と書いてあった為院内統一
のものだと思いHU-R２単位施注した。申し送りにてカーデックスをみると血糖値２５０以上はHU-R
６単位と書いてあり、与薬量が少なかった事に気付いた。11時に血糖値を確認したが185であっ
た。
6人部屋の中で２人の毎回投薬患者がおり、投薬箱を２つ持ち病室で投薬した。その内の一人か
ら「違う薬を飲んだ」と言われ誤薬した事に気付いた。バイタルサインは異常なし。主治医報告し指
示にて様子観察とした。
６日、検尿・採血の結果で、診察の患者が採尿を終え処置室の前で待ち時間を尋ねられた。カル
テを確認すると患者間違いであった事が判明した。
6日分を5日分で調剤。
○/１１・○/１２の薬が○○○号室だけ入っていなかった
○／16夕方、ジゴシンの点滴中止の指示がありサインしたが、脳外の緊急手術が入ったため、ジ
ゴシン返品のメモを残し、手術出しをし、その後研修会に参加したが、メモを紛失してしまい、返品
を忘れた。○／17分のジゴシンを準備した看護師が、側管から施行してよいのか先輩看護師に確
認したことから、ジゴシンが中止となり返品されていないことが判明した。
○/2(金)手術予定のカレンダーに印がなく、手術依頼票保管場所にも依頼票がなく、依頼票が届
いていないことに気付く。 外科外来に確認したところ6/25(金)11時ごろに手術室に電話をし、手
術の予約を入れて、外来終了後、看護助手に手術依頼票を手渡した。 13:15頃手術室に行き手
術室スタッフに手渡した、と報告を受ける。 手術室を探したが見当たらず。手術依頼票は不明の
ままとなっていまい外科医師に再度依頼票をお願いした。
○/7透析治療(４時間）を受けた患者が、透析終了後に帰宅しようと独歩で病院の正面玄関に向
かって、歩いていたところ、受付前の廊下で崩れるように倒れた

背景・要因
観察不足であった。伝い歩きが可能な患者様が増えていて、夜勤帯では目が届かないことが多
い｡
下肢筋力の低下と下肢痛のために移動困難。

改善策
患者観察及び安全面への配慮を職員に申し送る。

観察不足

トイレに行くときは、コールをしてもらい見守りが必要。尿器を見えないところに置き゛ウーゴ君゛は
パジャマのズボンのすそにつける。
点滴ルートを手の届かない位置にずらしておく。 抑制を行っていてもルートを引っかけると抜けて
しまうため起床後は頻回に訪床するべきであった。
頻回に訪床し観察するべきであった。

ワークシートの確認不十分

よく確認する。

マニュアルの不遵守（ダブルチェックもしくは声出し確認）

マニュアル遵守の徹底。チェック欄の活用の徹底。

指示箋確認不備による思い違い。

指示箋等の確認作業の徹底。普段から冷静な判断が出来るよう環境保持に努めるよう指導。

多忙な時間帯での発生であり訪室する時間の間隔が１時間くらいあいてしまっていた。 家人が
帰られたことを把握していなかった。 経管栄養開始時、体位整え抑制しっかりしていたが、体が
少し傾いても体位整えるだけで抑制しなおしていなかった。

頻回に訪室し体の動きや手の動きに注意する。 手の届く範囲には何もドレーンが当らないように
管理する。

部屋の明かりを暗くしていたので、観察が不充分であった。観察の頻度が足りなかった。

観察の回数を多くする。訪室時は点滴の滴下数まできちんと把握しておく。

観察不足

補正は血糖１５０mg/dl以上はないと思い込んでいた。標準化インスリンスライディングスケールが 思いこみで判断せず必ず指示の確認をする。標準化インスリンスライディングスケールを検討して
なく診療科によって指示が違う。
いく。
点滴の管理が悪かった。
滴下を、更新時間に合わせセットする。 更新時間が過ぎている時は、こまめに訪室する。
１ 痴呆のため患者の理解力がない。 ２ 不穏症状があった。

１ 点滴のルートを工夫して手の届かない位置を考える。 ２ 訪室回数を増やす。

指示をカルテで確認しなかった。血糖測定表のSSの書き方が明確でなかった。SSが統一されて
いない。

血糖測定表にSSが必要な値と与薬量を書いた。

リストバンドでの確認不足。 思い込みで投薬してしまった。

リストバンドでの確認。 配薬時声に出し患者と一緒に確認する。

・転記間違い ・診察場が多忙であった

看護師が落ち着いて行動する

分包中の紙交換の際に１包不足になった。
うっかり
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

調剤中の紙交換については、再度処方箋と分包日数を確認
再度確認
指示を受け取った時、確実に行うこと。 自分ができないでその場を離れる場合、他の看護師に連
絡すること。 事後確認をすること。

・手術依頼票の受理確認が不十分だった。 ・手術予約は外科外来看護師が行い。手術依頼票 従来まで、使用していた手術予定表に手術依頼日と手術依頼票を受けたスタッフのサインの欄を
は看護助手が手術室に 持参している。複数の人を経るということで責任が分散してしまって い 作成し、手術予定表を受けたスタッフと依頼表を受けたスタッフのダブルチェックをする。 手術依
る。 ・情報の伝達連携上の問題と、業務上の責任の問題が背景として考えら れる。
頼票をＢ５からＡ４サイズに変更し、伝票の色を白からピンクに検討中。

以前より透析後に起立性低血圧あり。透析後には、必ずベッド上で臥床し安定してから帰宅として
いた。 当日、透析１時間後より血圧低下あり。終了時は146代までになり昼食を摂取し３０～４０
分程臥床後帰宅した。しかし、起立歩行により起立性貧血を起こしたため転倒したと考えられる。
１クールの終了、２クールの開始と業務が繁雑としていたため退室時の状態把握が不十分であっ
た
７：００ ＴＰＮライン異常なし。 ７：３０ ＴＰＮルートを引っ張ってはずし、閉塞する。
輸液セットとボトルが外れないためのセットを付けていなかった。
7:00ナースステーションにて足がすべり転倒してしまう。吐気問うも「気持ち悪くはないけれど、打っ 転倒の可能性があるも、観察が不十分であった。
たところが痛い」と訴えている。左後頭部約５ｃｍ腫脹あり。BP96/58.頭部クーリング施行。7:15当
直医、夜勤責任課長報告。7:20診察あり。様子観察の指示あり。7:30クーリング施行中。吐気の訴
えなし。朝食全量摂取。
7:00看護師室に来られ、『頭を打って血が出ちゃった』と本人から訴えあり。後頭部より出血してお 以前より自傷行為のあった患者であったが、時折、幻覚･妄想による訴えも聞かれており、注意観
り、腫脹･発赤みられる。シーツ･枕･床に血液付着あり。『回れって聞こえたから回ったら、頭を床 察していた。夜間特変なく、自己の予測が困難であった。
にぶつけた』と、幻聴により行ったこと話す。当直課長、当直医に報告。ガーゼ保護しネットにて上
より保護する。医師より様子観察の指示あり。Bp96/68,P113、ふらつき無く意識鮮明。朝食全量接
種。痛み訴えなし。
７：００の検温時、湿布薬の希望あり、確認すると、6:30頃、車椅子から障害者用ﾄｲﾚに移動時に手 大便などの排泄は頼み辛いので、看護師への遠慮がみられる。
すりに右前額部を打ち、タンコブができたとのことであった（約1.5cm大の腫脹あり）。排泄はポータ
ブルﾄｲﾚの説明していたが、大便の方でポータブルﾄｲﾚでは出来なかったと。
７：００更新用の点滴を準備する時マイジェクターを利用し、ヒューマリンＲを指示量の２．５倍混注 病棟にあったインスリン用のシリンジを利用すると思い込んで利用してしまったこと、また、薬剤、
する。 ８：３０申し送りの時他の看護師に投与方法を聞かれた時、間違いに気づく。主治医が来 器材、共に単位が記してあるにも関わらず、確認しないまま利用してしまったこと。 もう利用して
棟していたため、すぐに報告する。点滴を交換する用に指示をもらう。 ９：００指示量のヒューマリ いない器材が病棟にあったこと。
ンＲを混入した点滴に付け替える。患者様の血糖値を測定する。血糖値１０６mmHgであった。
７：１５Ｇーｕｐし、セッティング朝食自己摂取。７：４０配膳終了後訪室。食事は完食。８：００訪室
食事の内容（おから）以前もおからで誤嚥した。高齢であり嚥下障害が考えられる。
時、喘鳴あり他の看護師に吸飲の必要性を相談。数分後には喘鳴増強しており顔色悪くなる。他
の看護師と共に吸引、酸素吸入施行するが呼吸停止したためエマージェンシーコールする。医師
により挿管。レスピレーター装着。家人に連絡。主治医より家族に説明
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・透析後、臥床による安静、その後ベッドアップし徐々に体を慣らす。最終的には、ベッド端坐位と
し、起立性低血圧、貧血症状の有無を確認後に帰宅とする。 ・帰宅時は、玄関まで付き添う（ヘ
ルパーの送迎がある為)
ナースステーションに近い病室へ移動する。頻回に訪室し、観察を密にする。
転倒の可能性があるにもかかわらず、対応が遅れていたと考える。また、何について転倒の可能
性があるのか話し合いたい。
さらに注意観察し、起床時等声かけ実施し、以上の早期発見が出来るよう努める。

安静の必要性を説明し、排便時間など考慮しながら納得して貰う。ﾄｲﾚに行きたい時は、遠慮せず
ﾌﾞｻﾞｰを押して貰うようにお願いする。
すぐにマイジェクトを破棄しました。

食事の携帯の考慮（栄養科に相談）。嚥下のアセスメント（今後の課題）

1953

1954
1955
1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963
1964

1965

1966

1967

1968

1969
1970

1971

1972
1973

1974

1975

具体的内容
背景・要因
改善策
７：２５患者せん妄状態の為持続点滴ラインと、アンギオの接続部を自己にて外し、脱血している 準夜帯で脳内出血し急変される。その後持続点滴開始。軽度せん妄状態であった。１時２時ごろ 準夜帯で脳内出血し急変される。その後持続点滴開始。軽度せん妄状態であった。１時２時ごろ
のを発見する。出血量は１０ｃｃ程度。アンギオを抜針、圧迫止血する。８：４５脳外医師に報告。反 より点滴をいじる様子があったが、その都度説明して納得されていた。点滴固定をしっかり行い、 より点滴をいじる様子があったが、その都度説明して納得されていた。点滴固定をしっかり行い、
対前腕に再度アンギオ挿入す。
包帯で隠した。２０分から３０分置きに訪室師観察していた。７：０５には入眠されていたが、７：２５ 包帯で隠した。２０分から３０分置きに訪室師観察していた。７：０５には入眠されていたが、７：２５
訪室すると脱血していた。
訪室すると脱血していた。状況に応じて、抑制帯を使用するなどの考慮が必要だったかもしれな
い。
7：30ごろ病棟不在、院内捜索するが発見できず、自宅へ連絡すると自宅に帰っていた。 ４：00頃 看護ケアプランニングに患者の家族が含まれていなかった リスクを回避する為の注意が十分で 該当スタッフへの注意喚起 アルコール中毒での入院であれば２ー４日頃の禁断症状は予測でき
より落ち着きがなく異常言動有、アルコール禁断症状が出現していた
なかった。
ること。予測できていれば観察しやすい部屋に移動することや家族への協力の依頼などの対応を
する。
7：30に血糖測定、インシュリン補正指示を忘れ、申送るとき気づいた。
多忙で忘れた。タイマーをかけなかった。時間でしなくないことの確認方法していない。
時間ですることのチェック方法を検討する
７：３０病棟内に居ることを確認している。８：２０当院職員が近くのスーパーでタバコを買い道に
患者は外出という意識はなくタバコを買いに行くという意識であり、外出時は外出届けが必要であ 外出という行動範囲・外出届けの必要性について再度説明する。タバコの購入方法を把握し、日
迷っていた所を発見し病院まで連れてくる。
ることを忘れていた。前日夫がタバコを持ってくることになっていたが持ってこなかった。売店は８： 頃から不足がないか把握しておく。
３０分からの営業であった。
７：４０ナースコール同室者よりあり。訪室すると本患者床に座り込んでいる。状況を本人確認する ナースコール促がしたが、１度もナースコールなかった。本人自己でトイレ移動可能と思っている 再々訪室し、４点柵とし転落転倒予防していたが外されていた。自己でトイレ移動可能であるとい
も不明。４点柵自己にて外し、トイレ行こうとした様。ナースコール促がしてはいたが１度もなかっ 状況。
う意識を変えていく。本人へ自己でのトイレ移動は転倒の危険がある事を理解して頂き、再度Ｎｓ
た。バイタルサイン不変。疼痛、外傷はなかった。当直医師報告し、診察後経過観察となった。
コールして頂けるよう促がす。排尿パターンをつかみ、その都度トイレ誘導促がす。離床お知らせ
コールを設置する。
7：45 看護助手より患者様が転倒していたのでソファで休んでいただいたと報告あり．すぐに訪室 患者の注意不足．
ポータブルトイレ使用を促してみたが拒否． オーバーテーブルはストッパーがついていないので、
す．トイレに行こうと思い行きかけたが動悸があり、ベッドへ引き返した．その途中オーバーテーブ
つかまって支えにしようとすると危険だという事を再度患者に指導する。
ルに手をついたら動いて、臀部から転んだとのこと．下肢浮腫あるため歩きにくさあり．前回にも転
倒の経験あり.注意して歩くよう説明した矢先であった．バイタルサインに変化無く痛みもなし．主治
医報告し診察依頼した．
７：５０ 看護助手に呼ばれて訪室すると、病衣を脱ぎオムツもはずれかけた状態で、ベッドサイド 意味不明の発語あり、意思疎通困難である。
頻回に訪室する。環境整備をする。
に倒れている。外傷なし。
７２時間毎に麻薬（貼付薬）を交換しているが、准看護師Ａが、交換日を２４日だと思い込んでい
准看護師Ａは、同時進行で複数の仕事をしていたため、事故当日を交換日と思い込んでいた。准 看護スタッフは、多忙の際はしなければならないことを書き出してひとつひとつ確認しながら行う、
て、処方箋や他の看護師に確認せず、２４時間早く交換した。翌日、処方箋を確認していた准看護 看護師Ａは、処方箋で確認し、サインを行わなかった。准看護師Ａは、麻薬（貼付薬）交換後、記 などして確実に行う。看護スタッフは、与薬の際処方箋で投与日を確認してから与薬を行う。看護
師Ｂがそれに気付いた。
録や申し送りを行わなかった。准看護師Ａは、麻薬交換後記録と申し送りを行わなかった。当日 スタッフは与薬をしたら、必ず処方箋にサインをする。看護スタッフは、定められた与薬マニュアル
リーダー准看護師Ｃは、麻薬貼付薬の交換日を把握していなかった。処方箋や温度表にあらかじ を守る。看護スタッフは、７２時間毎に与薬するなどの特殊なものは、あらかじめ交換日を処方箋
め交換日を明確にしておき、それを各スタッフが把握することをしていなかった。准看護師Ａは、決 や温度表に記載しておき、各スタッフがその情報を把握できるようにする。
められた与薬のマニュアルを守らなかった。准看護師Ａは、麻薬に対する認識が十分でなかった。
７４歳、男性、脳梗塞後遺症、肺炎で入院当日。自宅では杖歩行できていた。トイレに行くためにで 物理的な環境や設備上の問題点 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
入院初日で環境の変化になじむまで、家族の協力を得る。 夜間は尿器の使用、ナースコールで
転倒、頬に２箇所１センチの切傷
看護師を遠慮なく呼ぶことを伝える。
７４歳、肺炎のため入院。外来内科医師からペントシリン投与の指示があり、外来から病棟に上 外来での問診表にできる限り目を通す。抗生剤点滴のときは、アレルギーの有無の確認が必要で 医師が抗生剤点滴の時はアレルギー既往歴に付き問診をする。 看護師も問診表に目を通す。
がってきた時点で既に滴下中であった。本人の既往歴に、ペニシリンアレルギーの既往ありと記 ある。
静注時は薬物のアレルギーの有無のチェックをする。
入あり。発見した時点で滴下中止とする（残り２５ｍｌ）。患者さんは特に気分不快はなかった。血
圧、脈拍異常なく、発疹、アレルギー症状なし。
７５ｇＯＧＴＴの検査を、年末休暇に誤って予約をいれたため患者が来院したが、検査ができず帰っ 年末年始にも関わらず通常の平日と勘違いして、検査の予約を入れてしまった。
診療日等の確認を十分に行う。
てもらった。
75G負荷血糖検査中、120分値を裁決しないまま帰宅した
難聴の患者だったので、よく説明して検査を始めたしたつもりだったが、よく理解されなかったと思 検査施行前に検査中であることを明記した手札をお渡しする
われる。
７５歳の男性（腰の湾曲がある）の右肩脱臼整復するために、患者をストレッチャーで腹臥位をとら 年齢、腰が曲がっている姿勢状態から、５kgの錘でずり落ちるであろう予測はしていたが、普通は 肩脱臼整復時の転落などの危険性を医師、看護師で確認しあい、患者サイドにどちらかが付き添
せ、右上肢をストレッチャーサイドに垂れた状態で５kgの錘を手に固定した。医師がついていたた 整復するまで医師がついているので、看護師は大丈夫だろうと思い、医師に安全に対する声掛け うことを確認する。離れるときは声をかける。体幹固定するなどの転落の予防を行う。患者がコー
め、看護師はストレッチャーの柵をたて、他の業務を行っていた。その後、医師が患者サイドを離 をしないで、患者サイドを離れた。医師が転落の危険性があるにもかかわらず、患者がコールでき ルできるような対応をする。（家族をつけるなど）
れた際、患者はベッドより錘に引っ張られ、ずり落ちるように転落した。特に外傷は認めなかった。 るような対応や転落予防の対策をしないでそばを離れた。
処置室にはナースコールの設備がなかった。
７５歳男性、併設の老健施設入所中、血尿で造影CT、造影後のKUBを撮影後看護師とともに施設 物理的な環境や設備上の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 回復室がない 放射線科に回復室を作る。 患者説明書に腎臓機能の低下を入れる 申し込み用紙にBUNの値
にかえった。その後呼吸困難を訴え救急受診、ショツク状態で入院となった。腎臓機能の悪化によ ので待合で回復時間を過ごしてもらうようにしていた。 腎機能が検査できていない。
を記入するように用紙の変更をする。
り透析を開始した。
76歳の認知症の患者、大腸切除術後３日目で硬膜外麻酔によって痛みの緩和を図っていた。
・認知症の患者で管理としてチューブの固定場所に問題がある ・チューブの確認をしないでベッ ・ベット操作のところに「チューブ注意」の表示 ・認知症の患者の麻酔管理の問題 ・固定場所の
チューブを抜かないようにベットの頭側の柵に麻酔注入の本体を紐で結んで固定してあった。含 トアップした ・硬膜外麻酔管理の認識不足
考察・考案
嗽をするためベットの頭を上げたところ、麻酔の本体が引っ張られて接続部がはずれ本体が床に
落下した。即クランプして医師報告した。
７７歳女性。肺炎で入院。申し送り後、看護師２人でラウンドし掛け物を取った所、胃ろうチューブ チューブ抜去チェックリストに基づき、ケア後の観察が十分行われていなかった。腹帯を使用した 腹帯の使用をする。 チェックシートに基づき見回り時やケア後観察する。 マニュアルに基づき必
（カンガルータイプ）が抜去されているのを発見した。
り、ミトンを使用するなどの工夫をし、抜去される可能性があることを予測し対応する必要があっ 要時、ミトンや抑制帯を使用する。
た。判断の甘さや事故事例の教訓が生かされていない。（委員会で作っている新聞にも情報として
腹帯の使用について情報を流していた。）
７ml/ｈで滴下していた10％ＴＺ50mlが終了し、10％TZ10ml＋生食10mlに繋ぎかえるとき、スタッフ 確認不足。
実施直前の確認は、注射ワークシートで確実に行う。
ステーションで確認し注射ワークシートを持たずに患児の元へいき、７ml/ｈのままの滴下にして、
４時間後注射ワークシートを見ると、５ml/ｈの指示であった。
7回法のターゲスで11時採血しなければならない血糖を採血忘れた。処置が終わり看護室へ戻っ 忘れにようにする工夫が個人任せになっており、作業マニュアルに採血したかどうかの確認作業 忘れないようにタイマーを掛けておくことと、確認作業について職場で検討。
て気がつた。
がない。
○月１４日にＰＣＩ施行した患者。○月１５日、６時３０分ヘパリンＮａ入りの生食が全く注入されてい ルートを確認していたが、輸液ポンプが停止状態なのに気付かず、アラームが鳴っていなかった 古いタイプのアラームの鳴らない輸液ポンプに注意を呼びかけるシールを貼った。 スタッフに師
ない事に気付く。○月１４日、１７時に輸液ポンプ使用し、時間５ｍｌで開始した。準夜担当者は、設 ため、ポンプが作動していないと疑っていなかった。 チェック表にチェックされていたが、実際は 長から輸液ポンプの注意点を申し送った。 勤務の始めに、点滴ボトルに残量の印をマジックでつ
定量を確認したが、ランプの確認と輸液の残量の確認は怠った。深夜担当者も設定量のみ確認し 設定量しか確認されていなかった。
ける。輸液ルートチェック表を作成し、各勤務２回以下の項目をチェックする。・ルートと流量 ・クレ
ていた。６時３０分に、ルートを確認した時にポンプが停止状態でオレンジのランプが点滅してい
ンメの開放 ・ポンプの作動 ・点滴ボトルにチェック時間の記入 ・刺入部の観察 ・刺入部の固
た。すぐに、輸液ポンプの開始ボタンを押し、点滴を開始する。その後、医師の診察を受けたの
定 ・接続部、三方活栓の緩み ・ルート類の整理
ち、当日予定通り退院する。胸部症状は、なかった。
○月１日、耳鼻科診察時、ムコダインＤＳの処方を力価で入力すべきところを総量で入力し、投与 思い込み
薬剤師からの問い合わせがあったときにはもう一度確認する。
量が多くなった。一度薬剤部から問い合わせあったが大人の量を４．５ｇ／日と計算したと返答、そ
のまま投与を指示。７月７日薬剤部長から連絡あり過剰投与が発覚。
○月２１日より開始の内服ハイペン２錠セルベックス２カプセル分二後７日分を間違えて分三後七 確認ミス
指示の確認を充分にする
日分と記入した
○月２７日１４時５０分、小児科外来診察室でＢ患者にムンプスワクチンを接種すべきところを診察 確認不足、不注意。ワクチン接種済みの針にリキャップして発見を妨げた。
確認徹底。使用済み注射器のリキャップはやめ、看護師が破棄するのでなく、医師が施注後直接
机の上にあった、Ａ患者（Ｂ患者の前の患者）に接種済みのＤＰＴワクチン用注射器・注射針（内容
破棄する運用に変更。
は空）を中身を確認せずに皮下に穿刺した。直後誤りに気付いて抜き取り、母親に空だったのでも
う一度穿刺することを話しムンプスワクチンを皮下注射した。
○月28日11：00腹部エコーの指示が検査ノートに29日に記載されているのに気づき、16：00ごろ施 転記間違い
確認の徹底
行する。
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具体的内容
○月２８日の準夜勤務開始時にカーデックスの拾い出しをした時に、１８時と２２時の抗生剤の点
滴の記載があったが、本日は２９日と思い込み、実施しなかった。指示では、ビクシリン１ｇ＋生食
５０ｍｌを２２時、ゲンタシン５０ｍｇ＋生食５０ｍｌを１８時に施行、７月２９日で終了と記載されてい
た。７月２９日の深夜の看護師に指摘され、間違いに気付く。１８時と２２時の抗生剤を○月２９日２
時に施行した。
○月２８日午前１２時３０頃タキソールの滴下が悪いことに気付く。滴下を合わせるときに１５滴＝
１ｍｌのルートと思い込んでいたが１９滴＝１ｍｌであり点滴時間が２時間近く遅れた。
○月30日18：15ころ、「A氏のインスリンを与薬していないのではないか」と他スタッフより指摘あ
り。その時点でインスリンを注射していなかったことに気付き、注射する。そのとき既に食事は終了
していた。血糖症状はなく経過中。本人は「忘れていたわ」と発言される。

背景・要因
改善策
カルテ、カーデックス、注射を準備した箱の確認が不足していた。情報収集が不十分だった。根拠 時間注射はワークシートに日勤者が記載する。 夜勤帯は勤務者皆で、自分達の勤務帯でいく注
のない日付の思い込みをした。
射の確認をする。

ルートの包袋の確認不足。棟内のヒヤリハットノートを理解し自分のものにしていなかった。

輸液管理、計算方法の周知。タキソールはフィルター付輸液セットを使用するため１９／ｍｌのセッ
トとなる。
17:00頃、インシュリン注射の用意をして、17:30のときには、他患者のMaチューブの挿入をしてい 夕食時は流動食の準備、早だし食事の介助等で業務が重なり、インシュリン注射を忘れそうに
て、インシュリンを忘れていた。 忘れない為に、メモの利用、見やすい、目に入る位置に明示
なって、患者から請求されることも何回かあり、注意していたが、当日は日勤のスタッフが注射伝
し、チームの中で御互いに注意しあう、又、インシュリンの入ったﾄﾚｲを常に持ち歩く等の工夫、常 票にサインがないことに気付き、その日の受け持ち看護師に確認したら、注射を忘れていたことに
に業務の中で優先順位を考えて行動する。注射をしているという自覚を持たせる為の患者教育も 気付く。患者は回復期病棟に入院して3ヶ月経過している。その間、同じように朝・夕インシュリンを
必要である。
している。それを忘れるという事は、全く意識の中に入っていない、又患者理解不足と考える。当
事者は3年目に入いったが、しっかりと足をつけて、看護してほしい。外的環境を考慮しても、３病
棟ではインスリン療法も生活の一部です。生活を続けていく為の「医療行為」であり、看護師の不
注意により インシデントに結びつく状況を作ることのないように自身の業務に対する見直しが必
要です
○月5日20時頃患者より内服中の薬袋がないと言われ看護室に戻り確認したところ、当日開始さ 指示の確認不足
自分の目で声に出して確認する。
れた別の内服薬が開始で他は中止と聞き、内服中止になったので誰かが薬袋を引きあげたのだ
ろうと思った。患者にもその様に説明した。しかし、中止になったのは注射薬だった。（抗生剤、利
尿剤が当時まで点滴されていた分）この為テオドールが一日半内服出來なかった。「他は中止」と
聞いたのを注射薬も内服薬も中止と勘違いした。
○月7日6：40頃、○○○号室からナースコールあり訪室すると、同室者より「滑っている」と言われ 部屋もちの看護師とヘルパーの声掛け連携不足 患者が起きだし洗面の介助に関わっていたた 時計を見ながらこまめに訪室し患者の安全確認をする。 同じ部屋もちのヘルパーと連携をとり、
A氏がベッドサイドで車椅子の前に尻もちをついて転んでいる所を発見。 更衣をして着替えた病 め、観察が十分ではなかった。 時計を見ないで行動した為、時間の感覚が狂い、患者を30分 患者が次に何をしたいのか訪室し確認していく。また他患者の洗面や起きてもらう時間の配分を
衣を床頭台の棚の上に戻そうとしたところ、バランスを崩し滑ってしまった、と本人より。 A氏は月 近く一人にしてしまった。 患者の次に起こす行動を予測しないで行動してしまった。
考え行動していく。
曜に転室したばかりであり、本日要観察にもあがっていた患者様だった。 数日前より一人で車椅
子へトランスしているとの情報もあり行動の確認が必要だった。 話の指示は入るが注意障害、短
期記憶障害あり。説明し、その時は理解してもすぐに忘れてしまう、自分が何かしたいと思うと行
動の制止がきかず危険の認知ができない。 今回はベッドサイドで車椅子に座ってテレビを見た
い、とのことだったので、ベッドに戻りたい時はナースコール押すよう説明しその場を離れたが、行
動を注意すると共に患者が次に何をしたいのか確認して行動する必要があった。 また6：15頃に
本人に声掛けし30分近く訪室しなかったことも本人が行動を起こしていることに気付けなかった要
因の一つだった。 夜勤明けの朝は疲労が蓄積した状態であり、時間の流れる感覚も狂いやす
い。実際、部屋持ち看護師もヘルパーも最後に本人を確認してから10分程しか経っていないと思
い込んでいた為、看護師は今洗面をおこなっている患者が終わったら、様子を見に行こうと思って
いた。
○月８日木曜午前６時３０分救急隊から意識レベル低下の通報あり。当院○月５日に来院してい 糖尿病、高血圧、パーキンソン氏病、痴呆症で、経口糖尿病薬デイアメリンＳを２錠○年○月から 外来で依頼されたオーダーで血糖値が正常域（７２～１０６ｍｇ／ｄｌ）より低い患者がいる場合、検
る患者のため当院に搬入したが、縮瞳、ＪＣＡ１００であった。血液ガスを採血し血糖３８ｍｇ／ｄｌで （１－０－１）投与中の患者である。救急外来受診時（△月８日）の意識レベル低下は低血糖によ 査部で担当医に連絡するシステムがあると今回のようなことの防止に役立つ可能性がある。外来
あった。２０％グルコース静注により意識レベル回復した。 糖尿病のため経口糖尿病薬デイアメ るものである。△月５日定期外来受診時の採血で血糖６０ｍｇ／ｄｌであったが、患者はそのまま帰 検査で血糖値が７２ｍｇ／ｄｌ以下の場合検査部から担当医師に電話または文書で至急連絡を入
リンを○年○月から内服していた。１月に１回の内科受診日に血糖、ＨｂＡ１Ｃ、肝機能などの
宅した。痴呆のため患者自身は低血糖症状を自覚しにくく訴えにくい状況だったと思われる。外来 れるようシステムをつくる。
チェックをしていたが次第に採血時の血糖は下降してきていた。
受診時の血糖値が低いことを当日のうちに外来担当医が把握でない状況であった。
7時15分に訪室し腹部を観察中、患者より「IVH刺入部のガーゼがぬれている感じがする」と言わ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・前日にIVH挿入部の掻痒感があり、ガーゼ保護のみにしていた。 今後は、十分な固定方法を
れる。刺入部の確認をすると、刺入部を保護しているガーゼの汚染がみられた。IVHカテーテルの
検討し患者へも十分な説明を行う。
刺入が１、２ｃｍしかされていなかった。IVH滴下を止めて中止の準備をして戻ると、IVHは既に抜
けていた。固定用の縫合は外れていなかった。
７時２０分、他看護師が採血を行うも摂取できず退室する。７時３０分、訪室するとＣＶ先端から抜 以前にもＣＶ自己抜去の危険があったため、危険性を予測して頻回の訪室と抑制を行うべきで
看護師の不在時は上肢の拘束をする必要があり、倫理的な面から考えて、出来るだけ拘束しない
去していた。出血なし。当直医師コールし、指示を受ける。８時主治医により末梢点滴留置。
あった。
ようにしていたが、考慮する必要がある。
7時20分頃、食堂にて椅子に座っていたが、椅子から滑り落ちるように転倒する 臀部を打ち、そ 椅子に浅く腰掛けていたこと
椅子には深く腰掛けるよう指導する椅子にきちんと腰掛けているか確認する事
の他打ち身、外傷はない。本人曰く、椅子に浅く腰掛けていたからだよ、と話す。本日、主治医に
診察予定
7時30分、21時の血糖測定とインスリン注射は視力低下のため、全て看護師で準備し施行してい 伝票と注射薬の確認不足。
注射をする時は、伝票、薬剤、単位を必ず確認する。忙しい時こそ落ち着いて患者と一緒に確認
る患者。7時30分インスリンを打つ際、インスリンの種類が変わったことに気付かず、単位だけ確
する。
認して施行してしまった。
７時４０分頃、車椅子の足元に滑り落ちていた。患者はロッカーの物を取ろうとして取れずに滑り落 説明不足 患者は一人で動いてはいけないと言われていたが出来ると思い自分で動いたと言わ 車椅子に乗っている時は一人にせずに一緒に行動するか、目の届くところに居て頂く。
ちたと言われた。
れた。リスクについての説明が不足した。
７時４５分に朝食を看護助手が配膳した。１０時に日勤看護師から患者に朝食が配膳されていな 確認不足 他の業務が忙しくて配膳を看護助手にすべて任せてしまった。
忙しくて配膳が出来なかった時は後で間違いがなかったか受け持ち患者の所にまわり確認をす
かったことを聞き配膳忘れに気付いた。
る。 配膳が終了したら配膳車に残っている食事がないかどうか確認する。 配膳した患者は配膳
表にチェックしていく。
７時５０分、訪室時、ベッドサイド床の上にうつ伏せになっているところを発見。患者の訴えははっ 転倒したのかどうかも不明。原因追求はできない。
日常生活においてトイレは自立していた。しかし、内服や朝の起床時間も考慮に入れて、注意を促
きりせず、転倒したのかどうかも「わからない」という。 患者状態に異常はなかった。
す必要はあった。
７時５０分頃患者本人が詰所に来て「さっき転んだ」といった。ベッドの上に立位になり棚の中から ７時までぐっすり眠られていたので、まだ眠気が残っていたとも考えられる。また、○年から統合失 向精神薬内服患者の危険性を考えて見廻る。患者の危険回避能力をアセスメントし関わる。
物を取り出そうとしたところ、バランスをくずし床に転落したとの事。背部に５ｃｍくらいの擦り傷が 調症で通院、内服受けていることより危険を自ら回避する能力に乏しいことが考えられる。
ありガーゼ保護する。出血はなし、その後も歩行スムーズで朝食全量摂取、吐き気等なし。
７時にＡ氏より採血した。１０時３０分に検査部から「検査結果がＢ氏の前回の検査結果からズレ 検査容器の名前を見て「Ｂ氏ですね」と確認したら「ハイ」と答えた。 ベッドネームを見て確認して 患者に自ら名前を言っていただく。 マニュアルを遵守する。
過ぎている」と連絡あり、患者間違いにきづく。Ｂ氏から採血し検査室へ送る。
いなかった。
７時に訪室すると転落していた。ドア側の頭元の柵の１本だけぬいてドア側、床に倒れていた。
ベッド内で体動激しく窓側の頭元の柵を抜きかけていた。上半身が通るぐらいの隙間あり。
両手を抑制する。車イスに移乗し詰め所で観察する。サークルベッド使用、再々病室を訪室する。
７時の血糖チェックが遅くなり、訪室した時には既に食事摂取されていた。

血糖測定が遅れた。同時刻に他の指示が重なっていて忘れてしまった。測定をしてないのに、食 血糖測定者が配膳をするようにする。測定したかしてないか、わかるよう札などを立てる。
事を配膳してしまった。
７時のCAPD排液を検査に提出しなければならなかったのだが、提出せずにすててしまった 夜間 夜勤者２人で勘違いしてしまった 日昼と夜間の注入薬液が違っており、注入と排液を勘違いした 医師に報告、翌日提出となった
注入液の名前で申し送りがあったので、夜間提出と勘違いした
7時の血糖測定時222mg/dlでスケ-ルにてHUR2ｕ施行。固定HURダブルチェックするも見落として 誘導的ダブルチェックであった為固定を落とす。
今後は誘導的ダブルチェックではなく互いに声を出しチェック行う。
しまう。固定6ｕ施行せず。11時医師報告。
７時の巡視時には患者が病室にいることを、看護師Ａが確認をしている。７時３０分ころインスリン 患者は難聴があり、ガードマンとのコミュニケーションが困難だった。患者はひとめで入院中の患 ガードマンが不審に思うことがあったら、すぐに病室に連絡を取り確認をする。ネームバンド等の
投与のために病室を訪れた看護師Ｂが、病室に患者がいないことに気付いた。病棟内、院内にお 者であるということがわかるものを、身につけていなかった。ガードマンは不審に思ったのに、病棟 導入。
らず無断離院とわかった。スタッフが病院周辺を探すが見つからなかったが、出勤途中の看護師 に連絡を取らなかった。日頃からホームレスのひとが、早朝当院のトイレで用を足したり洗面をし
Ｃが患者を発見、保護して帰院。患者が寝巻き姿で1階ロビーを散歩していたが、ガードマンが不 たりすることがあり、ガードマンには先入観があった。
信に思い話しかけたが、患者は難聴で確認がとれなかった。そのため、ガードマンは患者を院外
に出してしまった。その間、病棟への連絡はなかった。
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具体的内容
7時過ぎ、他科の看護師が１Fで転倒していたと病棟まで連れてきてくれた。入院もきており、本人
さんが部屋をでたことに気づかなかった。
７時頃、定期の吸入をしてもらった。９時２０分頃同勤務（深夜）の看護師が吸入器を間違えている
ことに気がついた。その時、他患の吸入液（生食1ｍｌ、ベネトリン0.1ｍｌ、インタール1A)を入れた吸
入器に患児の吸入液（生食1ｍｌ、ベネトリン0.2ｍｌ、ビソルボン1ｍｌ）を入れ吸入したことに気がつ
いた。医師に報告し、次からの吸入は止めておくようにとの指示があった。
７時頃にベッドサイドに立とうとしたところ酸素のチューブが体に引っ掛かり、ベッドからずり落ちて
しまった。
7時頃患者の点滴が漏れ腕全体が腫脹してるのを発見し、点滴を抜去した。そしてヒルドパック２
枚に１枚ずつタオルを巻き腕の内側と外側に置いた。その時患者に「熱かったらどけて下さい」と
声をかけた。９時半頃日勤看護師が右手首周囲に水泡が出来ているのを発見した。医師指示で
アロアスク貼用する
７時頃尿量を確認するために訪床すると床が濡れているので確認すると末梢静脈ラインを自己抜
去していた。患者に聞くと無意識のうちに抜いてしまったと言われた。
７時頃本人よりコールがあった為、訪室するとベッドに臥床していた。本人から、６時半頃衣類をし
まおうとロッカーをしゃがんだまま開けたが、そのまま後ろに転倒し、頭部を打撲したと報告を受け
る。右側頭部にかすかに腫脹をみとめた。意識レベルの低下は無く、その後食事を自力で摂取し
た。
7種類の内服薬が処方され、全て14日分オーダーだったがムコダインのみ7日分しか準備されてい
ないことに気付かず、調剤・監査し与薬してしまった。患者よりムコダインだけなくなったと訴えが
あった。
７日にマルファ液が処方されていた。分２で昼はないと思いこんでいて、いかなかった。夕のマル
ファ液がなく確認した時分３であると知らされ分かった。指示の書かれているボードに記載がない
ため頓用薬だと思っていた。昨日も注入係であり、注入していなかった。
７日の準夜帯で左肩の腫脹、熱感、内出血跡に気付いた。当直医の診察を受け骨折の疑いとの
診断で翌日ＸーＰ施行、結果、左上腕骨頸部骨折と判明した。体格も良く体重も重いので複数で体
位変換等を行っていた。終日ベッド上安静で過ごしている患者であり何らかの介助の時に骨折を
引き起こしたとしか考えられない状況だった。

背景・要因
改善策
6時過ぎの巡視時はまだぐっすり眠っており、歩いて部屋を出ることはないだろうと思った。又、入 １人で歩かれる患者ということを念頭において、頻回に訪室して行く必要がある。又、忙しくても周
院の方もきておりお部屋の方に目が行きとどいていなかった。
りに目を配ばる必要がある。
確認不足。朝、多忙であった。
思い込まず、声だし確認する。ベッドサイドでもう一度確認する。

観察不足 環境整備不備
温罨法による低温熱傷のリスクに対しての新人教育の問題

観察不足

ラインのある患者が動かれる時はラインに気をつけて行動するように再度説明した。 ラインの整
理、環境整備を常に行う。
ヒルドパック使用時はタオルを厚めに巻く。またはリネンの上から使用する。患者にはきちんと「熱
いのを我慢すると熱傷の危険がある」ことを説明する。
頻回に訪床し観察する。

歩行時軽介助レベルであったため、また不安定の姿勢でもあったためにバランスを崩したと考えら 日課表や病棟の行事に合わせて早目早目に訪室する。危険性が高いことを再度指導し、コール
れる。時間的に更衣を行う時間帯であったため、訪室し監視が必要であった。
を押してもらう。
確認不足

準備、監査をきちんとする。

他の薬が分２だったので、マルファ液も分２と思い込んでいた。分３と言うことを知らなかった。

思い込まず、確認を確実に行う。指示は自分で指示簿から取るようにする。

上肢に負荷をかけたような場面がなかったか、情報を出し合ったところ、２日の入浴時に以下のよ 体重が重かったり、体格の良い患者の移動はバスタオル夜シーツなどを利用する。深夜帯での下
うな状況があったことが分かった。ベッドからストレッチャーへ移動するときに、３人の看護師で抱 着交換を日中に変更し全身を観察する機会を持つ。リスクの共有について指導する
きかかえたが支えきれず、左上肢がだらんと下がってしまった。翌日の３日から３７．３℃ー３８℃
の熱発があったが５日にもシャワー浴を行っていた。休日に入り異常に気付いた。腕の重みだけ
で骨折するリスクがあることを共有していない。安全を優先したケアが行われていない。全身の観
察が出来ていない。
7分粥、並菜を出すように指示された患者に並飯、並菜を出してしまった。患者は違いに気づき並 情報の伝達、連携の問題 当日入院した患者が多く、栄養士、調理員間の連携が不十分であった どうしても多忙な時は1名で複数の仕事を抱えてしまうため、他の栄養士達にヘルプを依頼してい
飯は食べずにパンを買って食べたということであった。看護師に患者が報告をして下さり気づい
く。
た。気づかずに摂取していれば腹部症状等の出る可能性あり
７分粥の中に小バエが入ってしまった。
施設環境
配膳後、すぐに蓋をする事の徹底
○／２６に経皮的冠動脈形成術施行後、穿刺部をベルトで圧迫し止血。 翌日に圧迫除去するも 手技の技術上の問題点
穿刺時に静脈を十分によけること、止血時の圧迫をしっかり行うことを部長から指導した。
出血、血腫等は認めなかった。 翌月２９日にスリルを自覚し外来受診。 穿刺時に動脈と静脈を
同時に穿刺したこと、圧迫が弱かったことが疑われる。
○／２定期薬を1週間分、分配中に眠前薬を分配せずに残してしまい、確認せずに薬局へ戻す。 確認していたが不十分だった。
薬袋から出す時、薬袋を戻す時の確認を徹底する。
○/2定期薬を1週間分配薬中、眠前薬を分配せずに薬局へ確認せず戻してしまう。
途中までは確実確認していたが最後まで再確認をしなかった。
薬袋から出し入れする際確認を行う。
○／４朝、○月分の検尿検査を行い、指示書にサインをした。本人様用の伝票に医師サインが漏 指示書だけを確認していて検査用紙の確認を怠っていた。
検査伝票に医師サインがでているかの確認と何を検査すべきなのか確認をしてから検査をする。
れていたが、気づかずそのまま提出してしまった。○／１３医師からサインを頂く予定。
8:00頃、食事を終わられ、下膳に訪室。朝食後薬は開封し、オブラートに包み、自分で行うといわ １．申し送り時間が迫っていたため、気持ちに余裕がなかった。 ２．気持ちに余裕がなかったにも １．申し送りも大切ではあるが、その時に優先順位を考える。 ２．大切なことは必ず、メモを取る。
れたため、オーバーテーブルにお茶と一緒におき、一旦退室する。 8:20頃、ナースコールあり、訪 かかわらず、メモを取らなかった。
室すると、１錠床に落としたとのこと。拾い上げ、この薬は汚いので、飲めないことを伝え退室す
る。すでに申し送りの時間が迫っていたため、ナースステーションに戻り、申し送りを始めたところ、
落とした分の１錠を患者様に渡すことを忘れていた。昼頃、日勤者より「昼食時に患者様が思い出
され、家族に伝え、看護師に朝の出来事をいわれたが」と確かめの電話が自宅にはいる。渡し忘
れていたことに気がつき、内服させていただいた。 後日、患者・家族に忘れていた旨伝え謝罪す
る。「病状に影響する大切な薬剤であること」はよくご存じのため、今後このようなことの無いように
する旨伝え、ご理解いただく。
８：００投与予定のデノシンを点滴ラインに接続したまでは正しく行えたが、その後滴下投与するの 月曜日の８：００ということで免疫抑制剤の血中濃度採血や、内服の確認、デノシン投与などやる 忙しいときこそ、ひとつ一つの手技・処置・施行の確認を行うことでミスを防ぐ。
を忘れていた。
べき事が多々ある中、当患者が発熱したこともあり、発熱のことに気をとられ、点滴施行の確認が
おろそかとなってしまった。
８:１０に患者様に与薬。８：２０ 日勤の出勤看護師より「ガード下を歩いている。」と電話をもらう。 本人には、「門の外に出ると外出扱いになり、主治医の指示が必要なこと」を説明してあったが、 棟外に出るときは、必ず看護師に声をかけてほしい、門の外に出ると外出扱いで主治医の許可が
８：２７看護師迎えに行き、病棟にもどる。 理由を聞くと、売店にタバコを買いに行ったが、売店 痴呆もあり、本人も忘れてしまったとのことで、外に出てしまった。
必要であることを繰り返し伝えていく。（今回、特に痴呆の患者であった）
がまだ開いていなかったので、外に買いに行ったとのこと。
８：１０の朝食を配膳している時、患者より「点滴がこんなに早くていいんでしょうか」と声をかけられ 更新前の持続点滴が遅れていたので、少し早め５分後は観察したが、その後はしていなかった。 点滴交換後の速度調整は、体位、ﾁｭｰﾌﾞの屈曲などがないかも観察する。
る。ソリタ3号５００mlを６ｈで滴下すべきを１時間１０分で（残５０ml）急速に落としてしまった。
８：１０頃に注射伝票とカーデックスを照合した。生食２５０ｍｌにキロサイド８０mgを混注した。 １４： 指示ラベルや注射伝票の生食２５０ｍｌの下に１回２４０ｍｌ使用と書いてあるのを見落とした。 キ 気づいた時点で、主治医へ連絡。特に問題ないということで、点滴はそのまま続行した。 注意深
３０頃、カルテに記載する際に生食２４０ｍｌであることに気づいた。
ロサイドの使用量が８０ｍｇであり、２０ｍｇを４Ａ混注であった。その方に気を取られた。 オーダリ く照合するのが当然だと思うが、指示ラベル、注射伝票の注意書きが多くて、返って見逃してしま
ングで出力される注射伝票の字が小さく、見にくかった。
う。 医師が指示を出す際に、「ここは大事なのだ」とインパクトを示すシグナルを望む。
８：２０朝食後の下膳にまわっており訪室したところ、患者より背中がかゆいと言われ、背部を観察 テープ固定の確認不足 皮膚トラブルへの配慮が不足した。
掻痒感があってもカテーテルが入っているので触らず知らせるように説明する。テープかぶれがな
したところ、硬膜外カテーテルが接続部よりはずれているところを発見する。掻痒感はテープかぶ
いようにテープを考慮する。
れによるもののようであた。
8:30頃、昨日処方された内服薬を紛失したとの報告を受け、状況を確認した。A患者の返品の内 返品薬剤と処方薬剤を同じ所に置き、区分していない。薬剤師はおかしいなと思いながらも、患者 内服薬の管理体制の徹底（指示受け・受領・患者さんへの実施）内服薬の返品は手順に沿って行
服薬とB患者の処方薬剤が同じ所に置いてあった。服薬指導中の薬剤師は１名と聞いていたが２ 名を言わず「これもですか？」の問いかけに終わっている。聞かれた看護師も確認せず曖昧な返 う。看護室の整理整頓。
名の患者の返品かなと思い帰る際に、「これもですか？」と近くにいた看護師に確認した。「お願い 事をし、業務手順・ﾙｰﾙが守られてない。
します」との返事があり、薬局に持ち帰りｵｰﾀﾞｰを削除したことが判明した。
８：４０薬剤部から補給された内服薬を受け取った看護師は本日の朝の薬と思い込み、深夜勤務 朝の薬を早く服用させようという思いが先行し、確認しないまま投与したこと。受け持ちではない看 受け持ちの看護師が必ず与薬する
の看護師や受け持ち看護師に相談せず、急いで与薬しようと思い投与した。しかし深夜看護師が 護師が与薬したこと
すでに服用させており 重複投与になった
80歳、男、トイレの通路で、足に怪我をして座っていた。
痴呆、せん妄の患者様。追跡装置をはずした。
排尿の時間には誘導等も含め対応、生理的欲求の理解
８０歳女性、不穏状態、対応していたが、ベッドサイドで立っていた。尿留置カテーテルが抜けてい 不穏にて安定剤の使用、ミトンの使用、ＩＶＨの固定等の対策を行っていた。
抑制の程度と、対策の誤認。
た。
８０歳男性。マイルス術後３病日目の患者で不隠がみられたが、眠剤内服し良眠していた。頻回に 患者の観察不足。（高齢者で不隠があると言う前提での観察不足）
目の届く場所へ移床する。 高齢者で不隠が予測される場合は、家族へも付き添いの協力を依頼
観察していたが、朝訪室すると全裸でハサミを持ちベッドサイドに立っていた。硬膜外チューブ、バ
する
ルンカテーテル 殿部ドレーン、点滴のルートも抜去していた。
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具体的内容
背景・要因
改善策
８０歳脳梗塞の男性で、２４時間ＤＩＶ中バルン挿入中である。転倒転落を防ぐため抑制帯 をして 紐での抑制は駄目と思う。部屋が詰所より遠い。
磁石の抑制帯に変更し、体幹ベルトもする。ベット柵が外れないように固定する。
いる。申し送りで上手に抑制帯を外す事もあるいうことで気をつけていたが、１８時 １８時５０分異
常なし１９時の見回りに行くと、ＤＩＶバルンを自己抜去。抑制帯も外す。
８１歳の糖尿病、ＡＳＯで人工血管置換術を受けた患者。部屋の前の廊下に左側臥位で倒れてい ２１時にデパスとマイスリーを内服していた。痴呆と骨粗鬆症があった。 転倒のアセスメントと計 患者の状況が分かるようにカーデックスに情報を記載する。夜間のみ離床センサーを使用する。
るところを発見する。「手すりをつかもうとしたら手が滑った。ここら辺を打っただけ。痛くないよ。ト 画を立案していたが、防げなかった。 患者がマイスリーやデパスやワーファリンを内服しているこ 転倒・転落の危険性を患者家族に説明する。 転倒防止のためのパンプレットを作成した。 転倒
イレに行くところだった。」と話される。足に力が入らず起立できない。左大腿部をさすっている。全 とをスタッフ間で情報を共有していなかった。
防止策の学習をする。 転倒後の拡大防止のためにポータブルトイレを使用しないことと車椅子を
介助で車椅子に乗りベッドに搬送する。トイレを希望しポータブルでの排尿介助をした。打撲部を
使用しないことをスタッフに教育した。
観察し、医師に連絡し、朝までベッド上安静とした。１０時に整形受診し、レントゲンの結果、左大
腿骨頚部骨折と診断される。翌月人工骨頭置換術を受ける。約１ヵ月後にリハビリ病院に転院し
た。
８２歳のＡＭＩ患者で入院２日目。大きな音がして訪室すると、ベッド柵が上がった状態でベッドの右 酸素カニューラや点滴、尿留置カテーテルなどに繋がれた状態でストレスが多かった。 不眠の訴 高齢者でストレスの多い患者の場合、失見当かなと感じた時点で医師に報告し対策をとる。 高齢
側の床に倒れていた。点滴自己抜去していた。左耳に裂傷あり、寝衣が血液で汚染されている。 えがあり、２２時３０分にレンドルミンを１錠内服していた。 ２２時３０分の時点で失見当がみられ 者でストレスの多い患者の場合、家族の協力を求める。 ＣＣＵで危険性の高い患者が入室してい
せん妄状態で、「しっこに行く。何するのか。」と言う。尿留置カテーテルは接続部からはずれてい たが医師に報告していなかった。 ＣＣＵ以外に個室に重症者がいてＣＣＵが担当していたため、Ｃ る時には、勤務体制を検討する。
た。主治医と家族に電話連絡する。足から点滴を開始し、医師の指示でセレネースを１／２Ａ筋肉 ＣＵを離れなければならない勤務状況だった。
注射した。左耳を外科系当直医師が縫合する。頭部ＣＴとレントゲン撮影を行ったが、異常なかっ
た。その後もせん妄状態が続いた。
８２歳男性、７月４日に呼吸不全と肺炎にて入院した。翌日から不可解な言動があり、本人、家族 ・１回目の抜去の後、事故防止についてカンファレンスを行なったが、 その情報が伝わっていな １．情報伝達手段について共通理解した。情報を共有できる手段として、夜勤開始時、自チームの
への同意のもと抑制(不動手袋)もしていた。 その後少しずつ不穏行動が落ち着いてきていたの かった。そのため、不動手袋がベッドサイド に置いてあったがそのままとなってしまった。
患者情報を、他チームの看護師へ伝え危険行動が把握できるようにした。
で不動手袋の装着はせずケアしていたところ、７月１２日に１回目の自己抜去、７月１４日に２回目
の自己抜去となった。１回目の事像後には看護師のカンファレンスを行い、必要時には不動手袋
の使用するとした。しかし、この時抑制はしていなかった。
８３歳女性、食欲不振で入院後、元気になってきてリハビリをはじめた。いつもナースコールを押し 物理的な環境や設備上の問題点 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
ナースステーションに近い部屋への移動。離床センサーの使用。転倒の危険度スコア○であるこ
ていたが、歩いてみようとベッドから一人で降りて倒れた。左大腿骨骨折で手術をした。
とを勤務員への周知
83歳女性。左大腿骨頚部骨折、心不全あり骨接合術当日左橈骨より、Aライン、手背より抹消
術後せん妄状態が見られていた。 観察不足（家族が付き添っていた為安心していた。）
頻回な訪室と観察を行う。 夜間は特に注意が必要であると家族に説明し、協力を得る。
ルート挿入中。4時30分アラームの音で訪室すると、Aライン、末梢点滴とも自己抜去していた。出
血は少量のみ、圧迫止血しダンゴを当てる。バイタルサインなどは、異常なし。ナースコールを飴
だと思いなめたりするなど不隠状態が見られたため、付き添いを依頼していたが、家族は「自分が
いたら眠らない」と別室で寝ていた。
８３歳男性、退院が近い患者。はだかで床に横たわっていた。左上肢に２箇所切創あり、縫合7針 物理的な環境や設備上の問題点 患者の行動が予測できない。
尿器を目の付くところにおく。頻回の訪床。精神的安定のため家族の協力をえる
する。
84ml/ｈで滴下しなければならなかった輸液を42ml/ｈで滴下していた。輸液が無くなる時間に訪室 計算間違い。確認不足。
声だし確認。ダブルチェック。
すると300mlの残量があった。
84歳、男性。入院3日。転倒アセスメントスコア１３点。本日化学療法を行う。デパス服用後である。 化学療法当日であったこと、副作用で貧血によるふらつきがあったこと、6人部屋で環境が狭く転 ベット柵は、必ず頭側につけるようにする。 病室が６人部屋な為に、ベット柵と衣装ケースの間が
歩行時ややふらつきあり。貧血あり。同室者よりコールあり、訪室するとベットに寝転ぼうとした
倒のリスクが高かったが、転倒のアセスメント不足で、看護計画に盛り込まれていなかった。また 狭いので、改善策を考えていくべきである。
際、頭から落ちたと報告される。バイタル変化なし、外傷なし、神経症状なし。ベット柵が、足側に ベッド柵の位置が誤ってつけられていた。
ある。
８４歳、糖尿病、パーキンソン、高血圧、軽度痴呆のため経口糖尿病薬デイアメリンＳを２Ｔ（１－０ 外来検査で血糖が正常域（７２～１０６ ｍｇ／ｄＬ）より低い患者さんがいる場合検査部から担当 外来検査の結果血糖７２ｍｇ／ｄＬ以下の患者さんがいる場合検査部から担当医師または部署に
－１）で投与中の患者様。６：３０ａ．ｍ．救急隊より意識レベル低下の通報あり。当院内科通院中 医に連絡するシステムがあると今回のようなことの防止に役立つ可能性がある。
電話で至急連絡するシステムを作るよう提案した。
の患者なので当院で救急車を受け入れた。救急室で縮瞳、ＪＣＳ１００であった。血液ガス一式に
て血糖３８ｍｇ／ｄＬであった。１か月前の内科外来採血で血糖は６０ｍｇ／ｄＬであったが患者はそ
のまま帰宅していた。２０％グルコース２Ａ静注にて意識レベルアップ。入院となる。経口糖尿病薬
によりここ１か月低血糖状態になっていたが、軽度痴呆のため患者自身では低血糖症状を自覚訴
え難い状態にあったと推察できる。一ヶ月前の採血での血糖６０ｍｇ／ｄＬを当日の内に外来担当
医師が把握できてない状況だったと思われる。
８５歳の胃がんの術後の患者。訪室するとバルンカテーテルを自己抜去していた。バルンカテーテ ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・患者の情報を早期にキャッチし医師とのカンファレンスで対策を講じることが大切
ルの先端がちぎれ、膀胱内に残存していると考えられ泌尿器科医師が診察し、残存部分を取り出
した。亀頭部からの出血はあったが体調の変化にはいたらなかった。難聴でコミュニケーションが
とりにくい患者であり、日中からバルンの違和感を訴えていたことから早期の対策が必要であっ
た。
85歳の患者で、車椅子で様式トイレへ誘導し介助で座らせた後、トイレが終了したら、ナースコー ・高齢な患者や介助が必要な患者の、トイレへの誘導。 ・トイレ介助時の基準がなく看護師によっ ・転倒・転落のアセスメントスコアシートを作成して、入院時に 患者・家族に危険度の認知をして
ルを押すように説明し、一時トイレを離れた。3分後ナースコールが鳴り、トイレに行くと、患者は床 て統一が図れていない。
いただき、協力を得る。 ・危険度に応じてトイレの介助や誘導の判断を行い、安全への配 慮を
に座位になり、便器に手を突いている状態であった。 医師に診察依頼し、下肢の疼痛を訴えるが
十分すること。
外傷がないため経過観察となった。
86歳の患者。通常はしっかりされているが、同室者の連絡で訪室すると ベッド柵と点滴台を倒し 日頃しっかりしておられるので、看護師の油断があった 夜間の観察不足
高齢の患者は夜間は特に注意深く観察する ナースステーションの近くの部屋に収容し、頻会に
うずくまっている患者を発見した。 排尿したかったと言われる（バルンカテーテル挿入中である）
訪室する
腰部打撲認める。その後は異常なく経過する
８８歳の身体障害をもつ患者さまが、自分でポータブルトイレへ移動後ふらついて転倒される。
患者無理解。説明不足。
夜間はナースコールをとおしてくれるように説明する。
８９歳の患者のカルテに７９歳と記載したためネームバンドに７９歳と記載してしまい家族の方に注 休日で人手が足りず年齢表をみまちがえた
年齢は病棟でも再度確認する
意されてしまった
○月１０日から開始の指示を、前日よりミキシングところ、間違いを指摘された。
薬局から上がってきた時点で、日付を確認しなかった。
薬品名、実施日、患者名を確認する。
○月１２日にジゴシン加注の指示であった 伝票に線が引かれておらず準備されていなかった 医 当事者には同様のミスが続いている
本人の指導 カルテの確認 準備時線が無ければ点滴指示３枚目カルテを確認する
師の点滴指示表には○月１２日のみ投与する指示となっていたが１枚目２枚目が書き直っておら
ずカルテには○月１２日のみ実施の指示となっていた
○月１５日、朝、病室で下肢末梢冷感ある患者の家族から温罨法の希望あり、作成して温枕カ
温罨法は看護行為であるが家族に任せて確認・観察・指導不足だった。
温罨法使用上の注意点を家族に説明し指導。施行時適切に使用できてるか、皮膚異常ないか観
バーを装着し家人に渡した。準夜帯で水泡形成されてるのを発見。
察。看護基本技術マニュアル再確認。
○月１５日日勤より内服が困難な状態だったターミナルの患者。２１時に疼痛の訴えがあり、指示 医師と看護師の曖昧なコミュニケーション。 医師、看護師ともに注射方法を確認していない。 看 口頭指示うけを避けるように予測される事態を考え日勤で指示を受けておく。 医師、看護師とも
のオプソを拒否されるため、医師に電話連絡し、指示を聞く。医師より「塩酸モルヒネを１／３Ａ使っ 護師は塩酸モルヒネを希釈せずに使用すると思っていなかった。 医師は看護師の復唱をよく聞 に注射の方法、薬品の内容と量、患者名を詳細に言う。
て」と指示されたので、「生食１００に塩酸モルヒネ１／３Ａですね。」と復唱した。指示通りに患者に いていなかった。
施行した。患者はその後よく眠れた。翌日の深夜看護師が医師に口頭指示へのサインを求める
と、医師は指示録の記載を見て「塩酸モルヒネ１／３Ａは指示したが、生食１００に入れるとは言っ
ていない」とサインを拒否する。
○月１日１３時、血糖値が高く中心静脈ラインより、シリンジポンプを使用しヒューマリンの持続投 カルテに記載された指示は、人によって受取り方がかわる指示であった。 指示を受けた看護師 誰が読んでも理解できる指示を記載する。 指示内容を適切に申し送る。 不明な指示は納得で
与の指示がでた。１日４回の血糖値測定をし、血糖値に応じたヒューマリンの増量指示が出てい は理解していたが、申し送りが不十分であった。
きるまで確認する。
た。増量の指示は最初の指示からの増量ではなく、増量した指示からの増量と思い込み測定値に
応じて増量していた。○月２日８時４０分、指示を受けた日勤看護師より過剰投与だと指摘され、
指示受けを間違えていたことに気付いた。患者は高血糖の状態が続いていた。
○月２０日午前中、右下腿にホットパック（温熱療法）を実施。夕方、家族の方が同患部に熱傷を 温熱療法器の老朽化に伴う異常加熱が直接的原因 温熱療法実施前の機器点検の不備 終了 機器の再点検の状況によっては使用を中止し新規購入する。
発見し、近医にて治療を受ける。 ○月２４日当院整形外科を受診し現在も治療継続中。
後の患部の観察の不備
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具体的内容
背景・要因
改善策
○月２１日にワーファリン内服中止になっていたが、○月２５日朝内服していたことに気付いた。主 ○月２４日に循環器内科を受診し、ワーファリンが処方されていた。 整形医師よりの頼診書がな 他科の薬は、その日の担当者と相談して中止などの指示があったら、薬袋と配薬箱にコメントをつ
治医に報告し、中止にした。
かったので、前日、看護師が循環器内科の医師に廊下で口頭で手術予定でワーファリンを中止し ける。 与薬マニュアルを再度確認し、決まりごとを守る。 医師に手術により薬を中止する時など
ていることを伝えたが、処方されていた。 処方が一包化され内容が分かりづらかった。 薬袋に はその科の医師と連携してもらう。
処方箋控えの紙が添付されていなかった。 ワーファリン中止の情報が皆に共有されていなかっ
た。
○月２５日にミキシングミスをした。定期薬の最後の日から、本日分にまわして使用した。次回定 補充した薬箱に、メモなど入れておらず、当事者以外は、わかりづらくなっていた。 ダブルチェック 補充する際は、わかりやすいように、メモをする。また、申し送りをしていく。 ダブルチェックを確実
期処方時に、一包多く処方を依頼し、補充するつもりだったが、次の定期薬配布時にすべての薬 をすりぬけた。
に行う。
がそろっており、補充されないまま、与薬したことに気付く。 主治医報告し、経過見るよう指示うけ
る。
○月２６日より内科、毎朝食前の血糖を測定し血糖値によってインシュリンを施注するという指示 指示は最近でたもので、以前は週一回月曜日に血糖測定していた。以前の指示のイメージが強く 忘れやすいと感じていた業務については、張り紙や、メモをする。
が出ていた。朝食摂取後、申し送り時に血糖測定忘れに気付く。 主治医報告し、本日インシュリ あり、新しい指示を忘れていた。また、朝方不穏な患者に気をとられていた。
ン中止の指示うける。
○月２７日（１ヶ月１回のホルモン注射にて）定期受診とそれに合わせて、腹部から骨盤部ＭＲＩ
カルテに前回のＭＲＩのＸーＰが袋ごとはさんであった。それを診察係の看護師が今回のＸーＰと思 何事も確認をする、確認を怠らないと言うことを肝に銘ずる。ＤｒもＸーＰの日付を確認する。
（Ｐ）の検査があった患者でＭＲＩの検査の後で診察となる、診察係の看護師は、助手にＭＲＩ室より い込み日付を確認せず袋から出しカルテにはさみ診察にまわした。診察したＤｒも日付を確認せず
カルテを持って来てくれる様に頼む。助手は、ＭＲＩの技師より「ちょっと待って」とＭＲＩのＸーＰが
に（前回のＸーＰと同じ所見と思いながらも）患者に説明する。
入った袋を１つ渡され、今回のＸーＰと思いカルテにはさみ置いた。診察係の看護師は、今回の
ＸーＰと思い込み日付を確認せず、袋から出しカルテにはさみ、診察にまわす。診察した医師は
「前回と同じようだな」と思いながらも日付を確認せず、患者に説明をする。その後今回のＭＲＩの
ＸーＰが届けられる。先ほど説明したＸーＰが前回のだとわかる。その後医師がＸーＰをみて前回よ
り縮小しているとの確認をする。次回、 ４週間後受診時に再度コメントにそって説明をすることと
なる。
○月２７日に泌尿器科外来でバイオプシーをした慢性腎不全の患者様。「泌尿器科外来の受診は 再来の返事があったが、予約しているとは書かれていなかった。 主治医が返信を読んで９月３日 返信を受け取った看護師はカーデックスに次回再来日を記載する。 医師は指示簿に他科頼診の
何時頃でしょうか」と妻が１６時４５分頃に看護師室へみえる。泌尿器科に連絡をとり予約になって に診察手続きをするように指示していなかった。 主治医は、「○月３日に再来である事は担当看 指示を書く。
いないことを確認する。カルテの医師２号用紙に泌尿器科からの返信が貼ってあり、翌月の○月３ 護師に言っていた。」と言うが、その日日勤ではなかった。 カーデックスに診察日が書かれていな
日に診せてくださいとなっていた。本人とご家族に医療サイドの手続きミスで月曜日に延期になっ かった。
たことを伝え謝罪する。
○月２８日の電子カルテ入力で○月３０日から開始の退院処方を監査し、○月３０日退院予定の ・業務手順の問題点 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・電子カルテの入力時退院処方開始日を退院日として入力してもらうよう院内広報誌に掲載し、医
薬局内のかごの中に処方した薬剤を入れておいたが、退院処方の開始日（○月３０日）より退院
師への徹底を促した。予定退院が緊急で変更された場合は薬局にその旨を申し送る。またその場
が早まり（○月２８日退院）、退院時に患者に薬剤を渡すことが出来なかった。事務部より患者宅
合緊急退院された日以降の不要な処方は確実にカルテ上から削除（訂正）するよう徹底した。
に連絡をしてもらい患者宅へ届けた。
８月２８日よりフロモックス開始の指示がでており処方箋を取っていたが薬局に下ろされておらずカ カルテポケットの整理を怠った
処方箋を取った印と薬局に下ろす印を押すようにするともっと早く気付くことが出来た 担当が責
ルテポケットの後ろに残っていた
任を持ってカルテ整理を行う
８月２９日眠前にＣＦ前処置にてセンノサイド服用予定であったが与薬できておらず ５時たまたま 処方箋日付けの確認
翌日の検査を考え前日の処置も確認する
眠前缶を見た時に気付く
○月３日の甲状腺CTを撮影。診察日△月２６日に医師がフィルムを診たところ、目的部位が充分 確認不足
確認
に写っていないと放射線に指摘あり。患者は診察後かえられた。
○月４日、外科主治医より、術前のため中止していたのに、バイアスピリンとパナルジンを内服し カルテの指示欄に医師の指示の記載がなかった。 看護師は患者の言葉を信じて、医師に内服 マニュアルを再確認し、見直して改善策を考える。 決定されたマニュアルは遵守する。
ていると連絡を受ける。患者は前月２６日胆石、胆嚢炎の診断で内科病棟に入院。既往歴に糖尿 開始の指示確認をしていなかった。 指示伝達のルールが守られていない。
病、心疾患があり内服治療中であった。入院時、絶飲食と内服中止の指示があった。内服薬を持
参されたが、内服中止の説明を行い本人管理としていた。前月３０日経過良好にて昼より食事開
始となる。前月３１日より内服開始の指示があったと患者より聞く。看護記録に内服再開の記録を
し、本人管理で内服していただいた。内科主治医は、処方されている内服薬の中ならバイアスピリ
ンとパナルジンは抜いて内服するよう指示を出したとのことだが、指示欄には何も記載がなかっ
た。術前検査で異常が認められなかったため、手術は予定通り行われた。
○月６日、日勤帯でＩＶＨ挿入し、準夜でメインが指示された。その際、グリセオールが２本／日か 主治医でない医師の指示だったので、時間薬に変更はないと思い込んだ。点滴メニューを全て記 指示受けはダブルチェックする。 変更の指示は、医師より看護師に直接声をかけてもらうように
ら１本／日に変更になったのを見落とした。８月８日に２２時のグリセオールを点滴するまえにカル 入していたので、変更が分かりづらかった。
依頼した。
テを確認したところ、２２時のグリセオールが中止になっていたことに気付いた。医師に６日と７日
のグリセオールが減量されなかった事を報告した。患者の状態の変化はなかった。
○月６日全身麻酔下、骨折後のプレート抜去術を施行した。 手術終了後、患者家族に手術説明 プレート抜去時、抜去困難なネジを抜去した事に安心し、最後の1枚のプレートの存在を忘れた。 閉創前に術者自身によるのプレート枚数とネジの本数確認、その他のスタッフとの再確認が必要
したところプレートが1枚足りない事に気がついた。 創内に残存していた事に気がつき、、創部を
と考える。
抜糸（３糸）しプレート抜去を行い、再縫合した。患者は全身麻酔中であり、覚醒前であった。
８才児の頭部ＣＴ撮影時、医師からの通常の脳条件と骨レベル条件のフイルムを作成するよう依 ・ＣＴの新規導入により、取り扱いが不慣れであった。 ・撮影とフイルム作成が同一技師で行われ フイルムを搬送する際には、フイルム袋に記載されている患者名とフイルムを確認（声だし確認
頼されたが、通常の脳条件のフイルムを、ほぼ同時刻に行った成人の頭部ＣＴの画像をフイルム なかった。（フイルム搬送）
等）して提出しなければいけない。
作成してしまった。次の日、脳外科医師から報告があり判明。８才児はＭＲＩ検査を予約していた
が、医師からの説明によりキャンセルとなった。 発生時の状況としては、前日の当直者と当日の
当直者との交代の時間帯で、救急患者や病棟からの撮影依頼が多数あり、前日の当直者が手伝
わないとスムーズに検査が行えない状況であり、ＣＴの撮影とフイルムの作成が同一技師で行わ
れなかった。
8時15分患者本人からコールあり。訪室時ベットに端座位になっている。床頭台から薬を取ろうとし 以前より患者は頚椎症で足のしびれがあった
適宜声かけをしてADL援助行なっていく
て足がすべってしりもちをついたという。外傷や腫脹見られず。痛みは訴えず。以前よりしびれが
あるため自覚症状はっきりとせず。バイタルサインは以上みられず Dｒに報告。経過観察の指示
あり。当直師長に報告した。
8時20分、Ａ病棟より電話連絡あり。朝食の「ほうれん草お浸し」に虫が混入と報告あり。栄養科職 ・ほうれん草は旬のものということで、生を使用していた。 ・盛り付け時、少々忙しく、異物混入に 意識の徹底を図る。
員から栄養士に報告あり。
目がいかなかった。
8時25分病室洗面台の所でしりもちついているところを発見。介助で車いすに乗り、ベットへもど
患者は以前より下肢の痛みあり。杖を使用。洗面時は両手使用する為、杖を手から離していた。 足のふらつきがあるときは歩行を控え、洗面介助をおこなうことを本人に説明する。また患者の状
る。痛み訴えず。外傷みられず。原因を本人に問うと、洗面時、体の後ろに何かよっかかる物があ 足が不安定な為、体を何かによっかかろうとして、体の後ろに何かよっかかる物があると勘違いを 態を把握して、予測的な声かけをおこなっていく。
ると思い込んで行動したら、何も後ろにはなくて、しりもちをつき、その後軽く後頭部も打ったとい してしまったと考えられる。
う。意識レベル低下なし。医師診察あり。バイタルサイン異常なかった。夜勤師長に報告した。
８時３０分に、手術室へ患者を移送するのを忘れていた。手術室から遅いので連絡があって、分 勤務交代時間であった。連携が不十分。新人への業務状況の確認が不十分
連携をしっかりとする。業務を重なりが内容分担する。
かった。
８時３０分に採血され検査科に届けられたアンモニア検体を他の仕事にきをとられ、一時間ほど放 検体置き場が統一していない。 他スタッフへの申し送りをわすれた。 検診の検査と重なり、多忙 未検体置き場を一定にし統一する。 自分がすぐに検査実施できない場合は、他のスタッフに申し
置してしまい、再採血してもらうことになる。
だった。
送る。
8時45分頃、放射線部より「急患のために9時30分搬入予定のアンギオをタイムフリーに変更。そ ・情報の伝達・連携と情報共有の仕組みの問題点。
・電話連絡の際は、必ずメモを取り復唱して伝達する。
れとその患者のアンギオ伝票の提出がない」と電話連絡を受けた。しかし受け持ち看護師へ伝票
未提出の件しか伝達しなかったため、予定通り前投薬施行後9時30分にアンギオ室へ搬入してし
まった。
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具体的内容
背景・要因
8時ナースコールあり。病室に訪室すると患者様が転倒されている。介助にて起こしベットに横に ベットとポータブルの間しか移動されてない患者が一人で洗面所まで行こうとされて無理された
なってもらう。コップに入っているお茶を捨てに行こうとされ、スリッパをはきそこねて右殿部より転 事。配膳後、患者の食べやすいように配置ができていたか、患者の所へ行き確認できていなかっ
倒。その際、ポータブルトイレで後頭部も打たれる。出血、内出血等見られず。意識レベル良く、バ た事。
イタルサイン不変。医師に報告し、診察していただき、経過観察となる。
８時にＭＳコンチンを内服する事になっていたが、薬を渡し忘れた。日勤で内服がされていないこと システムの改善が図れればと思う。深夜業務は８時半までというように時間変更をしてもらえると
に気付き時間を遅れて内服してもらう。８時の時間帯はシステム上は日勤業務となって、ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ 事故は防げるし、ワークシートも活用しやすくなるだろう。
されてくる。深夜業務内容をﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄした際には８時のコンチンは印刷されず、与薬を忘れた。病
棟の決め事として時間を９時２１時になるべく合わせようという取り組みは行っていた。
8時に注入する予定の薬液の実施を忘れてしまった。その後シリンジポンプで施行した。
ＡＭ８時に更新する点滴が集中する。
８時に内科入院中のＡ氏（５５歳）に投薬するべきＭＳコンチンを渡し忘れた（経験２０年の看護
師）。２０時の配薬時に残っているのに気付いた。

１．８時投薬と他の業務が重なっていた。

８時に訪室すると、となりの患者のベッサイドに立ちその患者の点滴ルートを根元から抜いている
点滴本体とルートがはずれていたためルート交換し再接続する。
８時の栄養開始から３０分ほど経過後、患児の呼吸状態が悪化した。その際、投与中のフェンタネ
ストを早送りしたところ、残量アラームが鳴った為、同じ勤務帯のスタッフと一緒にフェンタネスト４
Ａ、ドルミカム１Ａ、５％グルコース８ミリリットル、投与速度１．５ミリリットル（以下フェンタネスト）を
更新した。その後、すぐに医師が処置したため、更新内容を再度確認せずに日勤帯のスタッフに
送った。日勤帯のスタッフがラウンドした際、フェンタネストの三方括栓が閉じていることに気がつ
いた。
8時の与薬を忘れた
８時までの持続点滴が、20時訪室では滴下良好だったが、23：40分部屋回りで訪室すると、残りわ
ずかまで落ちきっていた。
8時交換の点滴を残が150mlあったため滴下をやや速めた。後で交換しようと8時40分ごろに交換
にいったときには、点滴は空になっていてCVは閉塞してしまった。
８時頃、勤務年数７ヶ月の看護師が、神経内科にて入院しているＡ氏の指示簿の指示受けをした
際、「ＣＴの予約」とあり、指示簿へは予約日時を書いたが、病棟の検査簿への記入を忘れてい
た。
８時頃、経験年数７ヶ月の看護師が、指示簿に「ＣＴの予約」と書かれており、予約を取った後、指
示簿へは予約日時を書いたが、病棟の検査簿への記入を忘れていた。
８時頃外科入院中のＡ氏（４８歳）の内服薬の薬袋の中に他病棟入院中のＢ氏に前日夕に処方さ
れたプリモボランが間違えて入っているのが、他病棟からの連絡でわかった。患者様は内服をす
でにしていたが特に異常はなかった。
８時頃外科病棟入院中のＡ様（５８歳）がベッド上から床に落ちた物を取ろうとして頭から転落した
ところに、床頭台が体の上に倒れてきたと同室者より連絡があった。経験年数１６年目の看護師
は、患者の観察を行い主治医に報告をした。
８時頃内科入院の７８歳の男性Ａ氏の食後配薬で、勤務年数３０年７ヶ月の看護師が、朝食後の
薬を渡すところを、夕の薬を間違えて渡した。家族が気づき朝の薬と交換して服用した。
８時頃皮膚科入院のＡ氏（６１歳）の朝食前の血糖検査採血を、経験年数２８年目の看護師が採
血するのを忘れていた。日勤看護師が朝８時ごろ検体を合わせていたのを見て、確認してくれたと
思い込んだ。
８時施行予定の中心静脈注射を忘れ９時に施行した
8時ー16時までの点滴（ヴィーンD500ml+ダイモン１A）施行予定となっていたが、ダイモンをミキシ
ングせずに、ヴィーンDのみ静注してしまった。

入院当日で環境の変化により不穏となっていた、以前の入院も夜間不眠であった。

改善策
一人でしようとせず、看護師を呼ぶように声掛けする。一人で歩けない方は食事の時などきちんと
セッティングできているか確認を必ずしていく。
患者と相談し内服時間を９時と２１時へ変更する。ワークシート入力時は時間を考えながら入力を
していくよう注意した。
時間注射に集中する。注射箋の活用はどうなっているのか調査検討 配膳は他のスタッフにまか
せ、集中して実施してもらうようにする。
１ 勤務開始時に投薬の準備をしておく。 ２ 受け持ちナース以外もチェックが出来るようにする。
（箱を見えやすい所に出して置く） ３ 配薬箱に名前を記載しておく。 ４ ダブルチェックをする。
車イスに移乗し詰め所にて観察するこにした。

児の状態が急変したため、児への処置に気持が集中してしまい、点滴の再確認を忘れてしまっ
急変時で、早期に処置をしなければいけない状況でも、慌てず、実施後には必ず再確認をする。
た。また、点滴更新の際にはダブルチェックをすることになっていたが、他のスタッフと一緒に更新
したため、再度ダブルチェックをしてもらわなかった。

確認不足
ワークシートを時間で確認する。勤務終了時に最終確認する
頻回の訪室を計画していたのに、計画通りに訪室出来ていなかった。 20時以降23：40分まで、点 時間通りの滴下が確認できていても、頻回に訪室し状態把握する。 （点滴滴下速度・ルート確認
滴の確認が出来ていなかった。
etc)
点滴管理についての教育
点滴の滴下速度をきちんと計算すること。滴下速度表などを利用
１、確認不足 ２、予約をした後、すぐ検査簿に記入しなかった。

１．ＣＴ予約をした後は、すぐに病棟の検査簿にも記入する。 ２．所見用紙の確認

１ ＣＴ予約をした時は検査簿へ記入を行わかった。 ２ 指示簿の確認をしなかった。 ３ ＣＴ用 １ ＣＴ検査予約後には検査簿に記載する。
紙の確認を行わなかった。
１ 薬剤部で調剤時他患者の処方と同時に行い内容を間違えて入れた。 ２ 病棟では薬の内容 １ 病棟で薬剤受領時の確認をする。
を確認せず本人に渡した。
１ 小脳失調のために理解力不足と転落の可能性があることの認識ができない。

１ ベッド周囲の環境を整える。 ２ 患者様に説明を行う。 ３ 訪室回数を増やす。

１ 朝の薬を入れたと思い込んでいた。 ２ 配薬時に確認せずに渡した。

１ 配薬箱に準備する時に再確認する。 ２ 配薬時に確認して渡す。

１ 前日１４時以降に指示が出たため、オーダリングのラベル一括発行に間に合わず、個別発行し １ 指示受けした時にスピッツの準備をしておく。
ていたラベルを、検査台帳にはさんだままになっていた為に採血スピッツが準備されていなかっ
た。
忘れ
処置内容をしっかり確認する
普段は、今準備しておけない薬に関しては、その薬の名前を書いた札などを点滴ボトルにかけて 点滴の準備の際に、保管方法の違う薬剤は、その薬の名前を書いた札などをかける。準夜勤の
準備していた。しかし、その日は、ヴィーンD500ml+ダイモン１Aのボトルに“ダイモン”という札がか 時のWチェックの際に、“ダイモン”という札かかっていない場合、札をかけたり、シールで目印つけ
かっていなかった。また、準夜勤の時に確認の時にも“ダイモン”の札がかかっていないことに気 る。夜勤の前にチェックをしているからという安心をもたず、ミキシングの際に再度チェックを行な
がつかなかった。自分が一度確認していたことにより、安心していたため、朝のミキシングの際に う。ミキシングの際は、ワークシートと照らし合わせて行なう。点滴更新時に、再度ワークシートと
再度確認を行なわなかった。
点滴を照らし合わせて確認を行なう。
8時病棟不在の為院内探すも見つからず。8時25分捜索中の副看護部長より正面玄関にいるとの 所在確認が不十分。
所在確認を充分にする。時に物忘れがある患者であり、状態を考慮した上での対応を行う。
連絡ありその後副看護部長と病棟に戻ってくる。病院の裏口から散歩に出て道がわからなくなっ
たと話す。
８日９時挿入予定のアンペック座薬を入れ忘れた。９時の与薬は日勤者が施行するが、深夜勤者 当該看護師は、９時の与薬は深夜勤務者の仕事だと思い込んでいた。また、他の患者の緊急手 各勤務帯の業務範囲の確認。
が施行したと思い込んでいた。１６時３０分に麻薬金庫の薬剤の点検をしていて残量が合わなかっ 術が決定し、そのための業務に追われ時間的余裕がなかった。日勤のスタッフも午後より出張者
た事から、ミスに気付いた。カルテで深夜勤者は実施していない事を確認した。日勤中、患者は疼 が１名おり、受け持ち患者数が多く心にゆとりがなかった。
痛を訴える事もなく体動していたこともあり、気付かなかった。
８日の嚥下回診で、１２日から自力での摂食訓練を開始することになっていた。しかし、９日から開 情報の伝達が充分でなかった。
担当看護師に必ず嚥下回診の報告をするとともに、ワークシートに入力しベッドサイドにも明示す
始されていたことに気が付く。嚥下回診記録には開始日程が記載されていた。
る。
８日患者の処方された痛み止めがないことを聴いた。７日に退院した患者の返品薬を整理し机の 残薬の整理を確実に行うことや、患者に返却していくことが必要だと思う。 今回は、病棟在庫薬 名前の確認をしっかりとする。
上に置いた。看護助手に依頼し返品した。他の看護師より退院した患者の返品薬は私が返しまし が不足していたことから確認していくと事故が明らかになった。何事もそのままにせず、確認や追
たとの情報があり、誤って返品したことに気付いた。
求をしていくことが必要がと思う
○／１０の精神療法の際、「○／８患者様が他患者様に首をしめられた」ことについて医師に報告 申し送り時の記録の把握の不備。ゆりとがなく現場が混乱するような状態が曜日によってあってし 週１回の来院医師に２３名分の情報を報告している。スムーズな精神療法を行う為にも改善の必
されていなかった。申し送り事項の注意を受ける。
まう。主治医の必要性を感じる。
要がある。
○/12準夜帯で、追加眠剤の要求があり、当日勤務していた看護師が手渡した。しかし、○／１３ 追加薬服用の確認不足。通常は患者様にカウンターまで来看していただき、その場で服用してい 口頭の申し送りのみで看護記録への記入がなかったため夜勤者に直接注意をする。他の職員に
朝、ご本人から「飲み損ねたので床頭台に置いてある。」と言って返品されたと申し送りを受けた。 ただく。また、返品後の処理が不適切である。
も服薬チェックの習慣を促す。
返品された薬は赤色の糖衣が剥がれている状態でカウンターにセロテープで止められていた。翌
日、夜勤入りでまだカウンターにそのまま薬がとめられているのを発見する。破棄する。
○／１７、日勤報告書に当直者の氏名を記入せずに提出してしまった。後日指摘されて記入する。 確認が不十分だった。
提出物は最終確認をしてミスを未然に防ぐようにする。
○／２８服薬開始分の定時薬のチェックをしていた。他病棟から転入直後の患者は、８日分処方と 薬局から病棟へ上がる前に薬剤師によるチェックが不足している。二重セットになるところであっ
なっていたが服薬開始日が○／２４からとなっていることに気づく。実際は○／２７、８日分であっ た。
た。
○/30まで異なる種類の経管栄養をされており、翌月○/1から朝エンシュア300＋白湯450、昼エン エンシュアのパックが400mlと思いこんでしまっており、パックに書かれている表示を確認しなかっ
シュア400、夕300＋白湯450に変更になった。深夜帯で500ml入りのエンシュアのパックから200ml た。そのため、注入量の指示は確認したが、減らす量を間違ったために注入量が多くなってしまっ
を別の容器に移して注入しなければいけなかったのに、100mlしかうつさず、400ml注入してしまっ た。
た。日勤者がきて昼の分の準備をした際に間違いが発見された。昼の分を減らして調整する事に
なった。
○/30腹部・骨盤部MRIの指示あり、14:00頃MRI室に移行し施行す。翌月○/1資料袋を借りに行っ レントゲン技師の思い込みによる間違いであった。
たところ、頭部の撮影がなされていた。
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病棟で薬剤チェック時処方箋日付のチェックも行うよう、土・日夜勤者の申し送る。
指示の量を確認するだけでなく、元々のパックの量がどれだけかも確認する必要があった。又、注
入の種類や量も、最近変わっており、なおさら注意して確認しなければならなかった。思い込みを
せずに、分かっていることであったとしても毎日確認に確認を重ねる必要がある。
伝票の指示確認を充分に行なう。
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具体的内容
背景・要因
改善策
○/6右大腿骨内側骨折疑いにて入院 糖尿病の既往あり 自己血糖チェック 自己皮下注射施 違うところにはペンフィル30Ｒと記入していたが30Ｒで同じという考えをもってしまいノボリン30Ｒと 物を確認し、カーデックスを見ながら声を出しながら記入 持参薬は、鉛筆で書かず物を医師に確
工中の患者 持参薬ペンフィル30Ｒを使用していたが持参薬の所に鉛筆でノボリン30Ｒ20--0-8と カーデックスに鉛筆書きしてしまった 思い込みがあった 鉛筆書きをそのまま医師が記入した 認してもらい医師に記入してもらう
記入 医師がそのまま記入 その後、朝○/7ペンフィル30Ｒがいかずノボリン30Ｒが患者に投与さ
れてしまった ○/7遅番に持参のペンフィル30Ｒがあるがノボリン30Ｒを投与していいのか確認さ
れ間違いに気付いた
９：００ころ家人より「点滴が空っぽ」とナースコールあり。訪室するとユニカリックＬ２０００ｍｌのう
クレンメは全開ではなかった。直接の原因は不明。夜中に出歩いたときがありそのときにルートを 原因がはっきりしないが、訪室時に必ず残量・滴下数をチェックすること。速度調整は臥床した状
ち、１９２０ｍｌを○／１８の２４：００までに点滴すべきものが、患者の体内に全部入りきっていた。８ 触ったかもしれないとの患者本人の弁もあったが、朝の検温時に確認できていなかったことも原因 態で行なうことを徹底指導した。
０／ｈで１１／１８の０：００に点滴交換している。深夜勤務看護師に確認すると３：００の巡視では適 と考える。
正に落下していたが、朝の検温時に滴下状況を確認していなかった。患者本人の息苦しい症状を
家人が発見し、点滴が落ちきってしまっていることに驚き、ナースコールしてきた。ヘパリンロックを
し、医師に報告。バイタル確認後経過観察となった。
9：00に化学療法目的で入院され、9:30から化学療法が開始した。10：30にレスタミンの内服の指 入院から、化学療法開始までのあわただしかった。 電子カルテを確認していなかった。 経験が 入院後は必ず、電子カルテも確認する。 今後パスなど作成していく。
示があったが、紙カルテに記載はなく、電子カルテを確認しなかったために、与薬をし忘れた。昼 浅く、一連の流れを把握できていない。
の休憩後に内服薬があがっているあることに気づき、医師報告し、13:30頃に内服してもらった。
９：００時間指定の輸液及び抗生剤を患者ベッドサイドまで持っていったが、輸液ルートのつまりを 業務手順・チェックの問題点 ルート挿し直しの後、再度点滴板の確認を怠った。
ルート挿し直しの後、再度点滴板の確認の徹底。患者ベッドサイドの確認。
刺し直し、輸液のみ流し抗生剤を枕元に置いたままで投与忘れ。 日勤点滴係が施行忘れを確認
し、２３：００に施行。
９:00深夜勤務者と輸液ポンプのダブルチェックを行った。積算量を０にして開始ボタンを押したは 医療機器の使用・管理の問題点で、ダブルチェックしていながら再開始する際の確認行動がとら ・ダブルチェック後の訪室時にポンプが作動しているか確認する。 ・ダブルチェック時積算量クリ
ずが停止状態だった。12:00に流れていないのに気づいた患者が開始ボタンを押した。（患者は当 れていなかった。
ア時に停止ボタンを押した後必ず「開始ボタンの再開」を確認する。チェックリストの項目の一番最
院の看護師）
後に「電源入力」を再確認できるよう入れる。
9:15 アミノフリード500mlをIVH三方活栓により接続、11:00頃 医師巡回時に接続がはずれ、ルー 明確な原因不明
・接続部をテープで固定 ・訪室回数を増回
ト内に血流が逆流し、点滴が床にこぼれていた。
9：30から10：20頃まで正面玄関の離院センサーのチャイムがなり続けていた。本来は正面玄関の 離院センサーの使用基準、警報に対しての対応の手順が院内で統一徹底されいなかった。
医療整備委員会と管理部会議へ看護部として手順作成し提起。院内の業務基準として各部門の
センサーであれば、事務がセンサーをつけている患者がいる病棟へ連絡し、患者の所在の確認を
職責者が確認し当該部署へ伝達した。
する、チャイムを「復旧」ボタンで消す、などの手順があるが実施しなかった。事務部門への手順の
伝達が不十分であった。また、当時対象患者がいる病棟では患者がいることを確認したがチャイ
ムがなり続けていることには気づかなかった（「消音」ボタンを押していたらしい）。該当患者のいな
い病棟がなり続けているのを不審に思い事務へ連絡、対応した。
9:30手術出し。手術室看護師より輸血を確認された時、輸血申し込みをしてないことに気づいた。 医師より輸血伝票の指示箋が出ていない。業務手順・ルールがまもられていない。手術前日、当 「術前輸血申し込みﾌﾛｰ」に沿って、確認体制を行う。医師は指示を出したら、カルテと共に指示伝
日の看護師も医師に確認していない。又、手術予定表や術前チェックリストなどによる確認をして 票を記入し、看護師に伝える。
いないなど、指示の受け方が受け身である。
９：３０発の患者の迎えを１３：３０とホワイトボードに書き間違えた為に迎えに行くのが遅れた。９： 朝のミーティングの時にきちんと確認をしなかった。事務より連絡があったとき、１人で断らずに書 朝のミーティング時、名前ばかりでなく書かれているホワイトボードを最後まで読む。
３０に事務より「時間です」と電話連絡があったが、「午後です」と断った。
いた者にもきちんと確認をするべきだった。
9：50ごろ部屋周りをしていて、Ａ○さんの持続点滴がなくなっていることに気づいた。ナースステー 点滴更新時のマニュアルが守られていない。 ・当事者はマニュアルがあるのは知っている。確 マニュアルの周知徹底（手順道理に業務を行い、はぶかない） 確認者は責任が、確認してもらう
ションに帰り注射台に複数の10時から更新の点滴が並んでいる中の、Ａ○さんの点滴だと思って 認内容も知っている。 ・溶解時の確認 病室での確認が出来ていない。 ・当事者は第三者に 人より大きい事を認識する。 確認してもらう側は、｢確認してね」と言葉にして責任を促す。 スタッ
Ａ△さんの点滴を持った。隣でミキシングしていた看護師にＡ○さんのを替えるね！と言って確認 確認してもらったが、第三者はこの事を記憶していない。 ・確認者は、返事だけの確認であっ フの危機意識を高める。 ・事故防止の手順を毎日声を出して注意を促す。 ・責任者がマニュア
してもらい、Ａ△さんのラクテックＤ500ｍｌ＋シーパラ１Ａ（10。～18。）の点滴をＡ○さんにつないで た。 ・患者への確認は出来ていなかった。 当事者は、体験学習の担当と師長代理であった
ル手順が守られているかどうかを注目しながら確認していく。
しまった。
為、業務のゆとりがなかったものと考えられる。
9:55 本人の姿が見えないため病棟内を探してみると火災報知器
が鳴り始める 10:00 南側 数日前より調子高く、昨夜も他患を起こして回ったりと他干渉目立ち状態不良であったと申し送り ・入院、帰院時は必ず私物確認をする。 ・ボディーチェックについてはカンファレンスを行い検討
のトイレが施錠されていることに気づき開放、洋式 トイレ、汚物庫も施錠されているため開放する あり。9:00頃主治医に報告。今すぐ診察はできないと言うことで様子を見ていた予期せぬ出来事で する。 ・家族立会いの下2名で行なう。その際、家族･本人にはその必要性を十分に説明する。
と汚物庫で本人を確認する。汚物庫火災報知器にライターを当てた様子があり、黒くすすがか
あった。保護室より、転棟時は私物確認を隔日に行なっており、先日他院受診時にライターを持ち ・ポケットの中は、手を入れて確認する。その他に関してはボ ディータッチを行なう。 ・医師の
かっているのを確認する。 10:05 本人病室へ移動し、私物確認するとライターを持参しているため 込んだかと思われる。当該より帰院時は必ず私物確認をすることになっているが私物確認がなさ 早目の対応(内服薬調整や隔離等）
預かる。 10:06 主治医報告。 10:10 主治医クリニック診察のため、他の医師診察し、隔離とな
れたのか見落としてしまったのかが不明である。
る。
9:55当病院夜勤明け者よりｔｅｌあり。A高入り口交差点付近で当該患者に似た方を目撃したとの
入院直後（前日入院）の患者の無断離院のリスクが正確に把握できていなかった。及び、リネン交 観察（本人の言動、行動、服装）には最新の注意を持って挑む。
事。患者は病棟内不在。直ちに職員9名にて院内外を探す。院外には見当たらず。再度院内を探 換中で視野から外れていた。
したところ、１階ロビーの奥にいるのを発見。本人は駐車場の辺りを散歩し、その後ここに居たとい
うが詳細は不明。院外での目撃情報は服装の特徴から本人であった可能性は否定できない。捜
索当初、院内･病棟内には患者様は不在であり、本人の話（院外の遠くには行っていない）も不
詳。
９０ミリと９５ミリのロッドがあり、医師が９５ミリが左用、９０ミリが右用として、患者に合わせて、曲 ロッドが似ていた。 サイズを確認していなかった。 業者に頼っていた。
右用、左用と明記しておく。
げていた。医師から間違わないようにと言われ、それを受け取り、私は別々の入れ物に入れ、業
者と共に確認した。医師から最初に右用を渡すよう言われ、時間が経って自信が無かったので業
者さんに聞き、医師に手渡した。次に左用を渡した時、医師より左右が逆になってることを告げら
れた。
９０歳、ＩＶＨを自分で抜いてしまった
ＩＶＨ挿入後時間がたっており、一度もインシデントなし。油断していた。
長期ＩＶＨ挿入者の非血管的栄養への変更を相談する。
○月１１日よりパリエット（１０）２錠１日１回（夕）が処方となり、本人へ内服方法等説明し本人管理 管理不十分
内服確認を確実にその都度行う。自己管理の基準を守る。
として渡した。１３日の朝、内服状況チェックしたところ、１０日の夕より１日２回、２錠ずつと勘違い
して内服していた。
○月１２日より５分粥の指示が担当医より指示があったがカルテの指示棒が無かったことと見落と カルテ整理抜けが無いかチェック
必ずカルテを隅までチェックする
しのため翌日まで流動食のままであった
○月１４日の遅出勤務者が翌日の内服薬をセットした。翌１５日の深夜勤務者は朝の内服薬と処 １．配薬に関するマニュアルはあり当事者も認識している。 ２．確認動作もマニュアルどおりに
１．危機意識を高めるために、処方箋・薬袋の用量に色をつける。（赤や青で囲む） ２．朝と夕の
方箋とを確認し配薬した。患者よりグリミクロンが多いことを指摘され確認すると0.5錠多かったの 行っているが、一つ一つの文字に間違いがないかという危機感をもって確認していない。（たぶん 薬袋を別にする。 ３．マニュアルはあるが、再度確認の仕方を統一する。 ４．申し送りは時間ど
で引き下げた。同日の準夜勤務者は、申し送り後、夕の薬と処方箋を確認し配薬した。準夜勤務 間違っていないだろうという先入観） ３．内服セット・確認スペースは限られており、そこに複数の おりに開始し、時間を押してあせらないようにする。 ５．落ち着いて勤務できるように、早めに出勤
者が巡室時、患者から「私は血糖値が高いからグリミクロンが増量になったのか」と聞かれ、夕に スタッフが思い思いのことで集まり出し入れすると間違いにつながりやすい。（翌日分をセットする しゆとりを持って確認する。 ６．薬のセット中・確認中の電話やナースコールは、できる限り他のス
1.5錠内服したことが判明した。（当日は総回診の日で、患者は医師たちが検討されていたので変 遅出勤務者と、夕の薬を確認・配薬する準夜勤務者） ４．内服セット・確認スペースはナースス タッフで対応する。 ７．患者との確認の共有。（患者にも現在服用している薬については説明して
更になったのだと思った。） 正しいグリミクロンの指示⇒ 朝：１錠 夕：0.5錠 実際、セットされた テーションの一部であり集中できない。 ５．一つの薬袋に用量の違う薬が入っていると間違いや おく） ８．薬の自己管理の方向での検討も行う。 ９．専門職における責任について検討・学習す
グリミクロンの量 ⇒ 朝：1.5錠 夕：1.5錠
すい。（朝1 夕0.5）
る。
○月２１日他の看護師が次の日の経過表を記入してくれた時に、血圧測定部位の指示で上下肢 転記した際にダブルチェックしたが見落とした。 医師も気付かなかった。 院内の呼びかけで確 ダブルチェックをする時には、指差し、声だしで確認する。 当日の担当者が経過表に指示を転記
測定を上肢測定と転記した。ダブルチェックしたが気が付かなかった。○月２３日の経過表を見て 認する時には、指差し・声だし確認するように言われていたがしていない。
する。
変更されていると思い医師に確認したところ、転記ミスだった事に気付く。２日間上肢のみでの血
圧測定結果での観察となってしまった。
○月２９日７時スタッフの促しにて覚醒し、車椅子にてトイレに行き排尿済ませる。覚醒は良好。
入院1日目、患者自身の身体能力を情報と確認できず。 情報では自力にて端座位不可であった 転院したばかりで患者様が朝食前にどのようなことをして欲しいか？など細かな事が把握されて
トイレからの帰室を看護師は確認し、本人の臥位になったのを確認する。その後本人と会話し、 が、転倒時には自力で行なえた為、ＡＤＬの確認不足であった。" 今後は患者様の睡眠導入剤 いなかった。少しでも本人の生活パターンが把握できるよう本人の要求の有無について関わりを
ナースコールの指導をしている。その１０分後同室者より、ベッド下に転倒している所を発見する。 の内服状況を把握すること、また、高齢の患者様の排尿パターンを把握し、先々に排尿の促しをし もって欲しい。転院したばかり、ADLの把握期間がない、本人との時間的関りもできていない・・・要
ナースコール無く床頭台の中のものを取ろうとして、麻痺側の左肩よりベッド下に転落した模様。 ていく。今まで以上の頻回な訪室を行なう、病室・廊下の環境整備を行なう。 "
素は沢山ありますが、環境が変った時が一番転倒事故が多いという事が忘れていたのではない
左肩の皮膚変色腫脹は無く運動レベルに変化は無し、医師上申し、ＸーＰの指示もらう。
でしょうか？
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具体的内容
背景・要因
改善策
○月２９日に患者の長女より、患者のＰＥＧ増設日はいつかになるか、質問があった。しかし、その 家族から質問された事に対しての責任感が薄かった。また、知識がないのにも関わらず、独断で わからない事、聞いたこと、目にした事は、先輩看護師に話すようにし、アドバイスを貰いう。質問
ときはまだ増設の指示が出ていなかったため、未だであることを長女に伝えた。その後、次の日に 説明してしまった。
を受けたことに対して責任を持って接するよう心がける。
ＰＥＧ増設が決まった。この時、私は、長女のことを思い、家族への連絡は良いのか、他の看護師
にきいた。一応ＰＥＧ増設の同意書はもらっているから、ということで私はそれより深く考えず、良し
としてしまい。結果、翌日長女が知らないまま、ＰＥＧ増設が終了してしまった。同月３日、長女が
面会に来た時、今度は患者が微熱なのはどうしてなのか質問があった。この時私は長女に「一回
聞いてきます。」と声を掛けた後、カルテを調べ、炎症反応が改善されてはいるけど、まだ少し高い
ことと、肺炎に関係しているのではないのか、ということを口にした。しかし長女は先生より肺炎が
治ったらＰＥＧ増設をすると説明をうけていたので、この事に疑問に思い、ＰＥＧ増設日の連絡がな
かったこともふくめおかしいのではないか、ということになっってしまった。その後、私は看護長に報
告し、ともに長女の話を聞き、発熱に関しては、後に先生より説明がいくように配慮された。
○月３日外来診察で医師の入力ミスにより、アルピニー坐薬１００ｍｇ２／３個のところを２００ｍｇ２ 院外処方箋とオーダー控えの確認を怠った。自分は間違わないという過信あり。
処方箋とオーダー控えを確認する。セット処方の欄にアルピニー１００ｍｇと２００ｍｇが並んで
／３個を処方した。同日６時過ぎ院外処方だったため調剤薬局から当院薬剤部に量が多いのでは
る・・・ばらばらにする。アルピニー１００ｍｇ（小児用）と入れる。
と連絡あり、当事者は連絡不通だったため他医が３分の１個を使用するよう指示。
○月８日薬局の払い出し時○月９日午前中に施注予定になっているアミカリックが上がって来てお 薬局での払い出し時の薬剤師 準備をした看護師 施注した看護師の確認不足 注射箋が見にく 準備時施行時に確認を行う
らず ○月８日に翌日を準備した際 夕方施行分のソルデルムを午前中施行予定と思い込み朝分 かった
として準備する
○月までは、自立して入浴できる患者は、８：３０から入ってて頂いていたが、翌月からは、９：３０ 申し送りノートを見ていなかった。業務の前の確認が不十分だった。
出勤時には必ず連絡ノートを読み業務の把握をすることに徹底する。
からに変更となっていた。そのことに気づかず、女性四名の患者を浴室に入れてしまった。他の職
員に注意されて気づいたが浴室に入られた患者は、すでに体を洗っている状態であった為、その
まま入浴していただいていた。
○月分の定期採血と共に「血中アンモニア」のオーダーが追加されていた。しかし、フローシートに フローシートの記載忘れと申し送りでの忘れが重なった。
フローシートの活用不備であった。マニュアルに沿った転記を行うよう職員全体に注意する。
記入されているはずの採血の記載がなく、申し送りでも「血中アンモニア」提出「済み」との報告が
なかった。○／１３朝、申し送りで○／１０「済み」との情報があった。○／１０日勤であった非常勤
職員の情報がなければ○／１４に再度提出予定となっていた。二重検査をしてしまうところだっ
た。
9時 21時に定期処方されている30ｍｇのＭＳコンチン１錠を21時に、内服してもらわなければなら 当事者は今までミスの経験がなく自分は絶対に間違わないという自信があった。 ２日前までは10 処方箋と薬剤を同一場所に保管。１個人１ボックスへ収納 麻薬を取り出すときもＷチェックし、残
なかった。21時分を１錠投与の所２錠過剰投与してしまった。
ｍｇ２錠が１回分だった事が頭にあり思い込んでいた。 薬袋の確認、残りの個数が記入されてい を明記する場所に２人のサインをする。 自分もミスをする可能性があることを自覚 薬剤に関して
る経過を確認していない。 まだ遅出の看護師がいる時間帯で、Ｗチェックは可能だった。 申し は、指示変行時、細かい部分の情報伝達 10ｍｇ ４錠 ２× 朝・夕（2Ｔ）（2Ｔ）
30ｍｇ ２錠
送り(ワークシート)には、60ｍｇ 分２に変更になったと明記されていたが、個数の変更までの申し ２× 朝・夕（1Ｔ）（1Ｔ）
送りはなかった。 定期処方は、配役箱へセットする人と、配薬前に確認するＷチェックしている
が、麻薬はリーダー管理にしており、Ｗチェックできていない。
９時１０分予定の検査（ＭＲＣＰ）で、食事制限されていない事が判明。”検査のおしらせ”の用紙に 確認説明不足
外来での説明とチェック確認に徹底
制限についてのチェックがどこにもしていないため、患者自身は制限なしと考えたとのこと。当日、
午後（１２時頃）に施行するとの了解を得て、外来にはその旨と説明とチェックの確認をするように
お願いした。
９時１５分 呼吸器の点検のため病室を訪室。点滴の終了アラームが鳴っていた。慌てて処置室 更新時、注射箋での確認をしていない：ルールの逸脱 終了間近の点滴準備ができていない。
必ず注射箋を確認し準備することを徹底する。注射実施サインをする際に実施した注射の確認を
にもどり点滴を更新した。その際注射箋での確認を行なわず、パントシンの混注を忘れた。
行なうことで早く間違いに気づく事ができる。
９時２０分にエコー予約していた患者が予約票を提出していなかったので名前を呼ばれずにいた。 患者への説明不足 掲示がなく患者にわかりにくい
放射線科外来窓口に「検査を受けに来られた患者様へ予約票を提出して下さい」の掲示をした。
患者は時間が過ぎても名前を呼ばれないため母親が立腹して知らせに来られた。患者に予約票
放射線科での検査を受けるときに患者へ説明を分かりやすく行うように、各診療科の看護師に師
を提出したか確認すると呼吸器血液内科に提出したとのことで内科の受付の看護師に確認したが
長が指導した。
提出されていなかった。
９時２０分頃、「便がしたい。娘がすぐ来るのでポータブルトイレを置いてください。」と強く要望さ
患者が強く希望されたので置いてしまった。
患者の意思を尊重した上で、どうすれば安全に排泄できるかを考える。患者のＡＤＬ状況について
れ、下肢障害があったが、必要時にはコールするよう強く伝え、設置した。２０時３０分頃、コール
把握し、必要な援助を考える（移動時の介助、補助具の使用、介助トイレの使用など）。
あり、訪室すると、ポータブルトイレを抱えるようにベッドより落ちていた。打撲、疼痛なし。主治医
に報告、排便後、ポータブルトイレ撤去。
9時30分ごろ採血した内科患者の結果を至急報告にする様、内科外来より連絡を受けたが、至急 内科より連絡を受けた技師が処理室看護師にメモを渡したが、採血伝票に「至急」と書いてもらえ 連絡を受けたら、メモを検査室にも残しておく
扱いにするのを忘れ、12時過ぎまで患者を待たしてしまった。
ず、結果が出ても、検査室に報告書を置いたままにしてしまった
９時３０分ﾊﾞｽﾞｸﾛｽ５００ｍｇ１００ｍｌを末梢の側管から実施（投与３日目） １１時頃滴下が悪いと他 バズクロスの使用上の注意にはラインを洗浄後に行うよう記載があったが現場では認識されてい バズクロスについては薬剤部から医師、看護師にすぐに個人宛のメールで情報を流した。今後も
の看護師から報告を受け訪室した。 点滴のルート内が白濁し閉塞していた。
なかった。 メーカから説明を受けるのは薬剤師、医師であり、看護師はほとんど説明を受けるこ 薬剤部から必要な情報は伝えてもらう、。指示が出されたときにﾁｴｯｸしてもらう。
とがない。 説明を受けた薬剤師、医師からの情報提供が行われていない。 ライン洗浄が必要な
場合は指示を出す際に洗浄液も指示で出すようになっているが出されていなかった。
9時５０分床に倒れている所を発見する。左こめかみ挫創1センチ レベルクリア 医師診察し消毒 転倒リスク高く、転倒歴あり
頻回に訪室していたが防ぎきれなかった.、ベットでは危険の為床に布団をひいて寝ていただく
処置をする
９時から１１時まで２Ｌ／分指示の酸素を３Ｌ／分で施行。担当医師の血ガス検査で酸素過剰に気 業務手順、ルール、チェックの仕組みの問題点
施行開始時間、流量の表示の厳守。勤務帯交代時確認申し送りをリーダー看護師が責任をもっ
づいた。適量酸素に戻し、血中酸素濃度正常値となった。
て行う。
9時から16時まで施行するアミノフリード1000ｍｌを、未開通のまま実施していた。（他の看護師が病 点滴施行時に、他の事に気を取られ、開通したと思っていた。
１ 点滴準備時は、準備に精神集中して行う。 ２ 点滴実施時に、開通の確認を行う。
室にて発見）
９時にオキシコンチン定期投与していたが与薬をしていなかった ９時２１時に投与中であったが ９時と言う時間指定のある薬に対し深夜で投与するか日勤者が投与するのか確認を怠った
勤務交替時間と与薬時間が重なっている場合は お互いに声を掛け与薬の確認をするようにした
日勤者が本来投与すべきものであったが 深夜勤務者が与薬すると思い込んでいた
い
9時に当患者の入院を受けた。10時頃より指示受けをしており、医師指示記録に「メリスロン３Ｔ３ 指示受けをしているときは部屋回りもしなければならないという思いで、あせる気持ちであった。処 与薬指示受け間違いには、様々な要因がある。今回の例も、薬剤名が酷似していたり、次々と薬
×７Ｔ」と書かれていたものを、処方箋に起こす時に、「メクロセリン３Ｔ３×７ＴＤ」と書き薬局へ下ろ 方箋に起こすときも効能など殆ど考えずに書き写していたように思う。また薬局よりあがってきた 品の変更があったり、又指示の字が読みずらいといった現状はあるが、そこを看護師のスキルで
した。昼食前には薬が出来、患者の所へ配られており、与薬した。この時は誤薬に気づかなかっ 物を自分で確認せず与薬した。思い込み・確認不足がアクシデントにつながった。 指示受けを クリアする技術・確認の習得を身に付ける事が必須です。
たが、15時に自分の書いた温度版を見て気づき、すぐに師長・リーダーへ報告した。
するときには１つ１つ確認し内服薬・点滴に対して、どうしてこの患者にこの薬がでたのかや、効能
を考えることが必要である。自分がうけた指示はあがってくるまで責任を持ち、伝票と照らし合わ
せるようにする。
９時に乳酸カルシウムを内服させる指示だったが、連携ミスで9時と10時に内服させてしまった。 ９時に内服させた後、実施入力がされていなかったため、配薬されていないと思い込み、確認しな 実施入力は極力、施行後早めに行うが、担当者以外が協力する場合は必ず声だし確認する。
かった。
９時の時点で尿量が１０００ｍｌ（２４Ｈ）満たない場合ラシックス２分の１Ａルートの指示で８時の尿 他の日勤者に申し送りをしている間にメモもしていなかったので忘れてしまった。繁雑な申し送り 深夜の時間帯の指示なので主治医とも相談して９時３０分の時点の尿量チェックでラシックス投与
量が７２０ｍｌだった。日勤者に９時に尿量をみてルートしますと申し送りをしたが、９時に尿量を見 の途中で行わなければならない指示であった。
に変えてもらった。又ハルンバッグの袋の端に尿量チェックの時間を明記しわかりやすく間違わな
るのを忘れラシックスもルートしておらず、１３時に尿量が少ないと日勤者が気づき発見に至る。
いようにした。
９日退院予定の患者の内服を深夜帯で準備中、分包化された袋に一つ一つ日付を記入してあっ 確認不足。
作成後最後に再確認。
たが同じ日付を記入したものがあった。日付を書き直してまとめた。
9日病棟看護師より3日で服用中止の指示が出ているセフゾンカプセルが8日に配薬されていると 確認不足
指示書にはセフソン中止と記載されているが処方は発行されており、処方通りであると錯覚してし
連絡があった。8日の夕食後と9日の朝食後の2回すでに服用していた。主治医に報告したところ今
まった。処方中止の場合は指示だけでなく処方も中止してもらいたいと希望する。
のところ影響はないとの事だった。
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具体的内容
背景・要因
Ａ氏（ＥＲＣＰ施行後）にＢ氏（ＰＴＣＤ施行後）の点滴を行うところであった。Ａ氏の家族に点滴ボト 似た手技の患者がいたために、始めからＡをＢと疑わなかった。患者に氏名を確認せずに点滴を
ルに書かれている名前と違うことを指摘されて発覚。
設置してしまった。
A(血液を送る)ラインとV(血液を返す)ラインを逆につないでしまった。
うっかりミス。
A,B氏2名の脳梗塞入院中の患者がいた。A氏にはカタクロットが1日2回投与中であった。主治医 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・コンピューターシステム上の問題点
より、B氏にラジカットとキサンボンをオーダー入力すると告げられた。印刷された注射箋を取ると、
A,B氏2名分のラジカット・キサンボンの注射箋があった。薬剤部からも２名分の薬剤が上がってき
た。そのためA,B氏へオーダー分の注射を実施した。準夜勤務者への申し送りの際、「Aに同種同
効薬のカタクロットとキサンボンを同時に使用するのはおかしい」と指摘を受けた。主治医へ確認
したところ、B氏に入力する予定だったのをA氏に間違って入力したため、すぐにキャンセルしたの
だと言われた。薬剤部に確認すると、オーダー時に時間の誤差が生じるため、すぐにキャンセルし
ても、注射薬が病棟へ上がることがあると言われた。
ABR検査の為、トリクロール服用しベッドで父親が寝かせていたが、その父親が目を離したすきに 技師不足多忙な為、検査開始まで患児に付き添うことが出来なかった。トリクロールを内服するこ
ベッドから転落。床に頭を打ち左側頭部にこぶが出来た。発生時は患児と父親のみ、技師多忙の とによる転落などの危険性について家族へ十分に説明がなされていなかった。
為不在。すぐ、担当医に診察してもらった。
ＡＢ様と、ＡＣ様の注射薬が続けて処方されていた。処方内容が同じだっただめ、同一人物の薬剤 患者名が似ていた上、処方内容も同じで、処方が出てきた順番も前後であったため、勘違いした。
が、二重オーダーされた。または機械の具合で、２度、払い出されたのだと思い、ＡＢ様の薬剤を
払い出さなかった。
ＡＤＬ全介助の患者の入浴介助中、介助者が、患者に上体（胸など手の届く所）を洗ってもらうよう 介助者が、患者から目を離したことが大きな原因と考えられる。
告げ、他の患者の補助をするため目を離し患者さまから離れた時に、座位バランスをくずしイスか
ら転落ししりもちをついた。３人で体を持ち上げイスに座らせた。ご本人にケガがないか等聞いて
みたが大丈夫とのことだったので、浴槽には入らずシャワー浴のみで入浴をすませた。
AlloBMT後クリーンルーム内の患者。両耳中耳炎の為聴音障害あり。理解力は時に乏しいことあ 本人の理解不足
り。移植後DAY+29よりBP高め（収縮期170mmHg代）の為、降圧剤ランデル20mg1錠朝食後に内
服開始となる。口腔内症状や消化器症状のため、その他の内服は中止されていた。17日状態落
ち着いており、クリーンルーム退室となる。BP：収縮期140ー160mmHg代で経過中。21日クリーン
ルーム内を看護助手により清掃中。「ランデル20mg6錠」薬袋ごと発見し報告を受ける。本人に確
認すると本人の判断にて、「クリーンルーム内にいる間だけ内服するのかと思った」と話される。医
師へ報告。指示にて21日16時ランデル20mg1錠与薬し、22日朝食後より配薬とする。
AlloーBMT後・1人部屋の患者。消化器症状により経口摂取が難しく、IVH14Gより、高カロリー輸液 ・ポンプ本体と電源コードの接続が上手く出来ていなかったこと。 ・患者が聴音障害の状態にあ
を持続点滴中。18G免疫抑制剤は血中濃度高めのため27日まで休薬となっていた。また、移植後 り、アラーム音に気付くことが出来なかったこと。
より両耳の聴音障害があり、ポンプアラーム音にも気付かないことが多かった。25日当日22時15
分巡視時正常にポンプ作動中。24時巡視時、ポンプ電源が切れた状態であり、電源コードは上手
く接続されておらず、抜け落ちそうな状態・滴下しない状態にあったものを発見する。患者は眠剤
を内服し、いびき様に入眠中であった。IVH逆血スムースであり、その後点滴を1時間流量変更せ
ず滴下、輸液ポンプは他の物へ交換する。患者には事実を伝え、コードに注意するように伝えた。
ＡＭ、1時45分頃他患者の事で訪室する為、廊下を歩いていた所部屋の出口の洗面所の下にバ
ルンカテーテルを接続部の所を引きちぎり、静かに横たわっている姿を発見した。すぐ応援を求
め、看護師2人でベットに移した。「泥棒が入ってきたのでようよう逃げて来ました」との事、移動時
右下肢の疼痛訴えるが、他痛み等いわれず、傷もない。熱38.2度C（氷枕更新）、脈74、血圧
138/70。深夜看護師長に報告し経過観察した。
ＡＭ０時のラウンド時、床頭台に剥がされたデュロテップパッチがあるのを発見した。本人に確認し
たところ、｢痒くて剥がした｣とのこと。新しいデュロテップパッチを背部に貼用した
ＡＭ0時ノラウンド時、病室の入り口廊下で座っている状態で患者さんを発見した。問うと、「トイレ
に行こうとしたがふらついた」との返答あり｡返答も不明瞭で、ボーとしており、ＳａＯ２の急激なダウ
ンみられ、主治医指示にてＯ２ ２Ｌ流量した。外傷はなし
ＡＭ0時の巡回時、ベットの下に潜っている患者を発見する。自分でベットの下から出ようとするが
出られず、ベットを移動させ床に座ってもらう。一人で、ベットに上がれず、看護師2人がかりでベッ
トに戻す。冷汗著明、ＶＳ異常なし。左肘に擦過症認める。「なぜベット下にいたかわからない」答
える。
AM10時過ぎ患者（視力障害あり）が「血が流れたみたい」と言う。 布団をめくると衣類、シーツ共
に出血汚染がある。点検でシャント穿刺針（静脈側）の刺入部から出血が見られた。止血処置中
に穿刺針が抜けてしまった。即止血し透析回路の対応を行い、再穿刺して透析再開した。患者は
出血しやすい状態で時間ごとに点検する申し合わせだったが点検をしていなかった。出血量は約
100ml、ヘモグロビンのチェックVSチェックを行った。
ＡＭ1時、ベットに座って柵をいじっていた。問うと、トイレに行きたいというも、インサイトが抜けてい
た。インサイトを気にするしぐさが見られ、オプサイトで保護し、ネットで蔽っていたが抜かれてし
まった。
ＡＭ1時30分に不眠の訴えあり、アタＰ（５０）１Ａ＋生食５０ｍｌを点滴静注した。終了後点滴ルート
部をエラスコットで固定しなおしたが、3時に巡回したところ、インサイトを自己抜去していた。
AM2時に発熱があり、PEGより注入（アイソカル）中止となっていた。他の看護師より内服も中止で
すと口頭で聞いたので夕のみガスターの注入を入れなかった。
ＡＭ２時頃帰室。２、３時間後には指示に反応するまでに覚醒していた。上肢の動きが活発であっ
た為ライントラブルを考慮し両上肢のみ抑制を行った。（ＡＭ６時前頃）ＡＭ８時頃モニターのアラー
ムが鳴り、モニターに目を向けるとＡ波形がフラットになっており近くを通りかかったスタッフがＡラ
インが抜けているものを発見した。（患者は痩せ型であり、通常の抑制帯ではすり抜ける恐れが
あったので、タオルを巻いて抑制していた。左Ａライン側の上肢はシーネ固定があった為タオルを
巻いた上、足用の抑制帯を使用。動きが活発である為適時目を向けていた。もともと自分の受け
持ち患者は５ベッドにいて、この方は事故前日入院になった為管理上ほんらいであれば隣の６
ベッドに入れるはずだったが同姓の患者であったため動線が長くなるが４ベッドに入れた。事故発
生時、自分は５ベッド周囲でケアとＰＣ入力をしていた為、発生に気付くのが遅れた。又気付いても
対応しきれなかったかもしれません。（動線上の理由で）Ａラインはシーネ固定ごと外れていたので
抑制をすり抜けた時シーネと一緒にＡラインも抜けたのかもしれない。
ＡＭ3時に転倒し、ＩＣＵ，低床、ベット柵4点、゛ウーゴ君゛に予防策を講じた患者。ＡＭ5時40分，物
音がしてＩＣＵに訪室すると、ベットサイドで尻餅をついていた。゛ウーゴ君゛は根元のケーブルが抜
けており、ベット柵は1本がはずれていた。トイレに行こうとおもったとのことであるがすでに失禁し
ていた。

改善策
思い込みに注意する。点滴を注入する際には名前を名乗ってもらう。
確認をしっかりする。
・医師へキャンセルが直ぐに行えないことを周知。 ・薬剤部での重複薬剤がないか履歴の監査。

ベッドに転落防止用手すりの取り付けを行った。患者様家族へ薬剤の影響下にある場合の危険
性について技師からも医師からも説明を行うことを徹底する。
患者名、処方内容など、再度、確認する。
ＡＤＬ全介助であったり、座位バランスの悪い患者から離れないようにする。どうしても離れなけれ
ばならない場合は、座位保持が出来るように、手すりを持ってもらい、体を動かさないように説明し
てからとするよう指導した。
配薬とした。 声かけ確認を行う。

・輸液ポンプの取り替え ・患者への説明 ・訪室時のポンプの作動の確認

○月9日入院当日から不隠・せん妄様の言動や行動見られていた。今回もその行動と思える。ま ベットは２点柵になっており、4点柵とし、柵を紐でも固定した。スポンジ牽引は、不隠強く夜間はし
たベット柵が、２点柵になっており予期せず動いてしまわれ、バルンは当初から拒否されており、ち てもしなくてもよいと、指示あったが、抑制の意味で施行した。今夜からは不隠時の指示1（リスパ
ぎられたと思える、
ダール内服）2（セレネースの点滴）でているので夜間早目から使用したい。
全身そう痒感が出現してきていた。嘔吐繰り返し、ＭＳコンチンからデュロテップパッチに変更した 症状の観察を密にして、薬剤の再検討をするよう指導。
ところであるが、掻痒が強いなら、投与ルート,薬剤の再検討が必要。 患者観察の不足
患者の病状の変化を予測できずに起こったインシデント。観察の不十分さが原因。
患者観察強化の徹底。病室の移動｡
患者状態変化による転倒ではないかと思われる

患者観察を十分に行う

・患者の視力障害に配慮していない ・時間ごと点検のルールを守らなかった ・出血しやすい情
報の伝達不足 ・止血操作の技術未熟

・点検観察の実施項目を決める ・止血操作は必ず２名以上で行う

患者の理解力低下によるもの

心身の状態の把握と監視の徹底。

睡眠薬使用後の患者観察の甘さ

インシデント発生を予測した患者観察の必要性を指導

注入一覧表に夕のみ注入でガスターあることが書いてあったが見なかった。

注入一覧表を見ておけば忘れなかった。

患者要因 観察不足

観察強化

患者観察が不十分

患者観察の強化
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2147
2148

2149

2150

2151

2152

2153
2154
2155
2156
2157

2158

2159

2160

2161

2162
2163
2164
2165
2166

2167

2168

2169

具体的内容
背景・要因
改善策
ＡＭ3時の巡回、オムツ交換のために訪室すると、すでにベットの足側の床に横たわっているのを 患者観察、患者の状況把握の甘さ
リハビリにてＡＤＬがＵＰしてきてのインシデントである。再プラン必要。
発見。ズボンを脱ぎ、オムツはすべてはずれていた。ベット柵は3点のももで、物音もしなかったの
で、じぶんでベットから降りようとしてずり落ちたと思われる。外傷はなし
ＡＭ3時の巡回時、部屋にいなく，探すと廊下を四つん這いになっているところを発見。｢寝るところ 不穏行動がでるという予測がなく、安全対策が不十分であった。
ベット柵4点。゛ウーゴ君゛､離床センサーマットを敷くこととする。
がない｣と意味不明な言動聞かれる。ベット柵は2点であった。
ＡＭ4時30分、゛うーご君゛のセンサーが鳴り、訪室すると、ＩＶＨのテガダームを剥がし、｢痒い｣と掻 患者観察不足。ＩＶＨ刺入部の創部ケアが不十分
ＩＶＨ刺入部の痒みのケアの徹底。誤抜去対策をプランすること。
いている。確認すると４ｃｍ抜けかけている。フラッシュはスムーズだが、逆血があったりなかったり
で、ヘパリン生食でロックし、ガーゼ交換後、医師に報告した。そのままにしておくよう指示あり。日
中に、ガイドワイヤーにて再挿入した
ＡＭ4時30分、゛うーご君゛のセンサーが鳴り訪室すると、ベットサイドに倒れていた。ポータブルトイ 患者要因
再計画が必要。ベット柵とその固定など。
レに移ろうとした様子。
ＡＭ5時 大きな物音がして訪室すると、患者さんがベットの足側に頭を向け,うつぶせに倒れてい 睡眠薬服用患者であり、朝方のため,ねむけなどで体動が不十分であったと予測される
排尿の促しをプランに組み込む
た。ズボンと下着が半分おりており、尿器が転がっていた。「尿器で排尿しようとして滑った」と話さ
れ、立ち上がって尿器で排尿をすませた。頭を打ったようだが,経過観察となった。患者さんは睡眠
薬を常用していた。
ＡＭ５時、ラウンドで訪室すると､床に倒れていた。物音一つなかった。尋ねると、「知らないうちに 体動困難と判断し,安全対策が不十分であった
ベット柵４点。低床ベット、ナースコールの位置（左側）をプランに追加した。
床に落ちた」と。常時左側臥位をとっており、自力体動は困難と思われるが、ベットから降りようとし
てずり落ちたのかは不明
ＡＭ５時ナースコールあり訪室すると、自室トイレ付近で座り込んでいた。トイレに一人で行き、終 日中は、ナースコールを押してくれていたが、夜間に一人行動した。患者の様子を十分観察するこ 夜間、゛うーご君゛装着を検討する。
わったところで脱力により転倒した様子。ナースコールマットを敷いていたが、それを避けて行動し とが必要
ていた。打撲痛あり、バイタルは異常なし。
ＡＭ６時のｉｎ／ｏｕｔチエックの時、マイナスバランスの時、主治医に報告するべきであったが、報告 情報収集不足
注意喚起の再指導
忘れた
ＡＭ6時まで危険行動なく入眠されていたが、痰がらみあり吸引施工｢ありがとう｣と話される。6時 夜勤の朝方の業務体制の問題
観察の強化と一時的な抑制のプラン要す。
10分､柵が落ちる音がして訪室すると、意味不明な発語とともに、ＩＶＨルートを手に握っており抜け
ていた。ＩＶＨ部の出血は僅かであった。
ＡＭ６時訪室時、持続点滴の接続がはずれ、ベッド足側より足を出し大声をあげている。 ＤＩＶの ・高齢者入院患者への持続ＤＩＶ ・痴呆状態にあり、持続ＤＩＶが理解できない
食事がそこそこ摂取可能であれば、高齢者には持続点滴はどうかと思う。
つまりはなく落下ＯＫ 痴呆状態あり、落ち着きがなかった
am8:40申し送り中、患者の息子からの電話で、患者が不在であることに気が付く。同室者には家 毎日安定剤を服用しているにもかかわらず、眠れなかったためのストレスか。朝食後ロッカー整理 病状が軽快している場合、患者、医師、看護師のコミュニケーションを蜜にはかり、退院について
に行くと断っていった様子。食後集膳のため8:15訪室時には部屋にいたのを確認していた。
していたのに、その兆候に気付かなかった。
も出来る限り患者の意思を尊重するよう心がけるようにする。
AM9時20分頃、産婦人科の診察にて来院した際、保険証の確認の為初診受付に保険証を提出し ・保険証確認は初診患者の受付と同じ窓口で受付をしている。患者を前にした1対1の確認専門窓 ・確認作業に時間がかかる場合は、保険証をコピーし、本証はその場で返却する。 ・返却の際
た。本人より何分位かかりますかとの問いに、確認作業が混雑していたので、5～6分かかりますと 口の対応が可能ならば、その場で保険証を返却するが、窓口がない現状ではどうしても一度、保 は、患者自身でも氏名を名乗ってもらい返却する。 現在すでに実施しています。
言って本証を預かった。本人はその後外来へ行った為保険証を手渡すことができずそのまま預
険証を預からざるを得ない状況です。 ・保険証を返却する際、苗字だけではなく、フルネームで
かっていた。AM11時15分頃、保険証を取りに来たが預かっていた保険証が見当たらなかった。患 呼び出しをし、返却する。
者に対しては保険証を預かることに対しての信頼を失うことになってしまった。
AMI、CHFで入院中の患者。コンスタントに利尿をつけ、Hr量を得るために8時、14時にラシックス 1枚1枚の札を確認せず、2つとも抗生剤だと思い込んでしまった。カルテを確認したつもりができて 思い込まず、必ず1枚1枚の札を確認する。カルテも確実に確認し、勤務中何回もカルテを見るよう
1Aivの指示が出ていた。勤務前には必ずすべての札を確認するようにしているためその日も確認 いなかった。
にする。
した。しかしそのラシックスの札は抗生剤の札と上下並べてセットしてあり、抗生剤の札を確認して
2枚とも抗生剤の札だと思い込んでしまった。日勤にラシックスが1A余っていることを指摘され、実
施していなかったことに気づく。医師に報告し、その日は14時、22時にラシックスをivするよう指示
を受ける。その日の尿量に変動は見られなかった。
ＡＭＩ・ＰＴＣＡ後の採血・心電図を１８時に取るはずであったのを取り忘れた。 準夜から深夜の申 検体のおき場所が定められていない。 検査の予定目につくところにが明記されていない等、シス 見れば誰でも検査があることが分かるよう、忘れないような明記の仕方、検体の置き方等を決め
し送り時、看護室のすみに あった検体用スピッツを発見した。 深夜１時に採血をし、患者の睡眠 テム的に問題がある。
たい。
が妨げられた。
AMI2週間プロトコールパス使用中で、病日5日目の患者。前日にCCUセンターからフロアー内の ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・プロトコール用紙は順番を確認し、確実に綴じる。 ・勤務担当者は、日付、病日、No.を際確認す
HCUに転出されていた。プロトコール用紙の順番が間違った状態で綴じてあったことに気がつか
る。 ・リハビリ実施前に、患者サイドのパス表を用いて患者へ説明する。
ず、そのまま引継ぎを受ける。日勤で5日目の心臓リハビリを施行した（ベッドサイド座位）。その後
5日目と6日目のプロトコール用紙が綴じ間違っており、実際には自力座位リハビリを行うべきで
あったことに気づいた。
ＡＭＩ６日目の患者に点滴が持続でいっていたが、中止という指示が出ており、カルテ控えは中止 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
中止時、手順・確認の徹底
になっていたが、施行伝票が中止になっていなかったため、ヘパリンを混注してしまった。 その
後、カルテの指示を再度確認し、施行前に気付いた。
ＡＭＩカテーテル後シース抜去。安静が必要であったが､座位になりカテーテルを抜去しようとしてい 患者の側を離れた
安静を保持できない原因を探り対応する
た
ＡＭＬの患者様。ＩＶＨ中。１０時に血糖測定し、値によって１単位減量するところを１単位増加してし 声に出し、血糖値とインスリン量をダブルチェックした際から、思い込んでいて間違いに気付かな マニュアル通りに、指示と照らし合わせてダブルチェックする。 看護部の事故防止委員会で、ダブ
まった。 １３時に間違いに気付く。１７時に血糖測定したが、血糖値の異常はなかった。
かった。 バランスシートでチェックしていたが、バランスを見ずにチェックした。 指示と照らし合わ ルチェックの意味と手順を病院全体で再確認した。
せてチェックするとマニュアルにあり。マニュアル違反。
AM散30包出すところ10包しか出さなかった。
アモバンが10錠だったため、AM散も10包と思ってしまった。
錠だし者は、PC画面の確認。検薬者は数の確認を必ずする事。
AM入院後PMポリペクトミー予定の患者様が午前中来院されたが、入院係が理解しておらず、病 ・AM入院であることを入院係が知らなかったこと ・入院指示書にAM入院であることを書いてな ・AM入院である事を入院係に確実に伝える ・入院し指示書にAM入院を書く ・入院係はAM入院
室をPMに空く予定の部屋を予約していた為、患者様に事情を説明し、自宅が近くでもあったことか かったこと ・入院係が交代したばかりであったこと ・入院係は他に部屋がないかを確認しないま かPM入院かを確認する ・来院してある患者様を帰さないことを優先して考え、他の病棟にも相談
ら、一旦帰宅してもらい自宅でニフレックを服用してもらいPMあらためて来院してもらうことになっ ま患者を帰してしまい迷惑をかけたこと
する
た。
ＡＲＤＳにて呼吸状態悪く、呼吸器使用中にてドルミカムとディプリバンにてセデーション中であっ 観察不足 確認不足
診察や看護のプロセス セデーション中であり大事な薬剤を投与している意識を持つように指導。
た。１８時、体位交換を２人で行なったが、１９時半に体位交換を行なう時にＣＶルートのＣプラグと
接続部が緩んでいた。そのために薬液が漏れてしまい、ドルミカム、ディプリバンが入っていなかっ
た。いつ緩んだかはさだかではないが、引継ぎのダブルチェックでは緩みはなかったため、体位交
換時右鼠径のＣＶ側が下になり、緩んだと思われる。約１時間半薬液が入っていなかったことにな
る。
ＡＳＯで最近２度目の右下腿断端形成術を施行した患者様。バルン挿入中でベッド上生活を送っ 退院したいという思いが強くなっている時期で、経口摂取が少しずつ出来るようになっていたた
日勤で床下のティッシュを取る練習など、生活に密着したリハビリテーションを行い、筋力をつけ
ている。２時の巡視で訪室すると、ベッドと洗面台の間に仰臥位で横になり手を動かしているのを め、自分で出来るとコールを押さなかった。 患者の行動範囲を把握していない。 患者の思いを る。 患者がしたいリハビリテーションを共に計画する。
発見する。鼻根骨から出血あり、頭部周辺の床に１０ｍｌほどの鮮血を認める。「さっきティッシュを 把握していない。 切断後に体のバランス感覚を所得していない。
取ろうとして、ベッド柵を自分で倒して座ったら顔から落ちた。尿の管が痛い」と話す。看護師２人で
ベッドに抱え上げる。医師に報告する。医師が診察し、鼻根骨部を消毒する。了解を得てベッド柵
を固定する。
ＡＴＬで化学療法目的で入院している患者。トイレに行こうと廊下にでたところ、意識消失しゆっくり 転倒のアセスメントをしていなかった。化学療法の後の血液のデータを把握していなかった。
７０歳以上の患者は転倒アセスメントを行う。
と倒れた。他の患者より「倒れてるよ」と報告あり、駆けつけると立ち上がった後だった。トイレまで
歩行して行き、帰りは看護師が車椅子で搬送した。打撲、内出血なし。
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具体的内容
背景・要因
ＡＴＬの患者様。サンディミュンを２２時より輸液ポンプで６４ｍｌ／ｈで開始した。２４時に積算量は 他病棟から借りた使い慣れない輸液ポンプだった。 輸液ポンプの誤作動？
合っているが、残量が少ししか減っていないことに気付く。ポンプ使用せずに自然滴下で調整す
る。
auto PBSCTの際に生着の悪影響が出るかもしれないため、バクタを一時中止することがありま 血液疾患の患者には内服が複雑である。患者へ移植時に予定表を渡していた為、患者自身が確
す。今回は本来中止すべき時期にバクタをdo処方してしまいました。患者からバクタは中止ではな 認が取れていた。
いかと申し出がありました。

改善策
サンディミュン開始後１時間に流量，残量，積算量の確認をする。

今回のように管理が複雑になる可能性のある治療の場合、患者へ予定表を渡し、施行使用してい
る治療内容をしっかりと理解していただきたき、患者自身でしっかり自己管理していただけるよう心
がけたい。当然医師、看護師のレベルでミスに気づくことは大前提であるが、最後のところで患者
自身が気づけたところは予定表の指示と患者への説明もしっかりした為と考えられる。
Ａ氏とＢ氏の検査伝票のＩＤを間違えた
多忙
確認
Ａ氏という患者よりナースコールがあり訪室すると、頭痛と首の後ろの痛みを訴えられた。 スタッ カルテと確認する際にカルテの名前を確認しなかった。 ダブルで確認する際の声をだして確認す 薬剤を確認する時には、カルテの名前と薬剤を声に出して確認する。
フセンターに帰り、リーダーに報告。ロキソニンとシップを1枚準備した。リーダーがカルテの約束指 るということをしなかった。
示のところを開き一緒に確認。リーダーが、ロキソニンなどを持っていくとのことで渡し行ってもらっ
た。 申し送りの際に、ロキソニンをＢ氏に持っていったことに気がつく。 その後患者に変化はな
かった。
A氏にするべき採血を本人の思い込みで、Ｂ氏にしてしまう。採血を提出した後、自分で気になっ 確認不足
確認作業の徹底
たので、患者を再度確認し、検査結果を見たところ、間違いであることきずいた。 すぐに、採り直
し、正確なデーターをそろえた。
Ａ氏に処方されたロキソニンの伝票に、Ｂ氏のエンボスを押して薬局に回した。薬剤師よりＢ氏に 処方箋に看護師がエンボスを押した。
エンボスは医師に押してもらう。エンボスの確認をする。
ロキソニンを渡しましたと報告されたが、Ｂ氏は疼痛指示がロキソニンではないことを知っていた
為、薬局にＡ氏のロキソニンの処方箋が回っているか確認したところなかった為エンボスの押し間
違えが判明した。すぐに気がついたためＢ氏からロキソニンを引き上げ、間違って服用はされな
かった。Ａ氏とＢ氏は主治医が同じで、処方を書いてもらったときにＢ氏の話しもしていた。
Ａ氏の右となりの患者回収が終わり、ベットから降りていただく際に、点滴台がじゃまになったの
Ａ氏のベットより、隣の患者ベットに近く点滴台が置いてあり、コードも隣のベットにとってあった為 それぞれベットには、電気のコンセントがついているので原則として、Ａ氏のベットのコンセントをつ
で、よけたところ、Ａ氏の点滴台であり、点滴台にシリンジポンプがついており、延長チューブとシリ に、隣の人の点滴台と思い、じゃまになったので横にのけた。
かうべきで、点滴台もＡ氏に近く置くべきだった。
ンジの間が外れた。
A氏の尿検体が未提出の為事務科に問い合せたところ患者外出の為確認できず再度検査科で尿 患者氏名が同名であった為思い込みにより確認作業が不十分であった。
確認作業の徹底。
検体を確認したところB氏の尿検体と取り違いがあったことに気づく。あやまった結果は診察場に
報告されていたが診察前で診療内容に影響はなかった。
Ａ氏の病室でインシュリン注射施行後、そのまま注射器他も持って、Ｂ氏の病室へ行き吸痰をして 自分の意識の問題（忘れ物をしない事） １つの行為が終わったら物品はかたずけてから、次の行 １つの行為が終わったら物品はかたずけてから、次の行為にかかるようにする。
詰所に戻った。後で注射器等を忘れた事に気が付いた。
為にかかるようにする。
Ａ氏は看護師同伴での買い物外出の許可をもらい、午後に外出する予定であったが、昼食後、
・Ａ氏は、看護師同伴での外出についてよく理解出来ていなかった。 ・看護師は、Ａ氏は同伴外 外出の届出用紙を活用し、それぞれに外出についての詳細を確認し合う事にする。
「一人で外出する」と病室を出てしまう。同室のＢ氏がその旨を看護師に知らせ、スタッフ２名です 出について理解出来ているだろうという先入観があった。
ぐに後を追い、近くの商店で買い物しているＡ氏を発見し、帰院する。
Ａ氏をＢ氏で入力印字
印字システム自体の問題調剤器とリンクしていない
複数確認
Ａ氏を診察待合に呼び込み椅子に掛けてまってもらう。医師の「どうぞ」の呼び込みで診察が始ま 診察室待合に入っていただく前に、患者から名前を名乗ってもらっていない、また看護師の思い込 患者誤認マニュアルにそって、患者から名前を名乗ってもらう。医師の呼び込み時も患者のフル
る。診察終了後次回予約を希望され、予約カードを記入し予約受診の説明をした後会計へ案内し みがあった。
ネームで行う。
た。コストも終わってから予約カードの名前が違うことに気付かれ窓口に問い合わせがあった。そ
のとき患者Ｂさんである間違いに気付きカルテを確認、患者に誤認であったことを謝罪しもう一度
Ｄｒに会ってもらった。事務にコストの訂正を依頼し、新しい予約カードを作成して帰宅していただい
た。
Aの患者は高熱があり、不穏状態であった。一旦入眠され家族がついていた。そのころ、Bの患者 高熱で不穏があり、ふらつきがあった。そして自分でトイレに行こうとして転倒したと考えられる。 不穏があるにもかかわらず、２つしか柵がしていなかった。４点柵をすること。また、柵を乗り越え
が高熱と嘔吐をしており、血培をとるなどしてその患者につきっきりであったため、なかなかAの患
たり外してしまう可能性があるため、柵をひもで縛りつけること。不穏患者は、家族がつきそってい
者のところにいけなかった。Aの患者の家族は医師とデイルームで話をしていたため、部屋にはA
ても何度か訪室し、患者の状態を見に行く。
の患者１人であった。19:30頃Aの患者の部屋を訪室すると洗面台の前で転倒しているのを発見。
患者を起こし、ベッドへ座らせた。病棟に主治医がいたため、転倒したことを報告。様子みていいと
いわれる。
Ａラインのゼロ設定を行った時に、三方活栓のロックをするのを忘れたため、患児側のロックを解 前日他の看護師に指導を受けてもらい、一人でゼロ設定をするのは２回目であった。 経験回数 手技に慣れるまでは、２人で行う。 自信がない時は、他の看護師に見てもらいながら行う。
除した際に逆血させてしまった。他の看護師に報告し、ワンショットでルート内の逆血を戻した後、 が浅かった。 確認が不十分だった。
医師に報告した。その後、医師がトランスデューサーとルートを交換する。
Aラインのルートを、受け持ちナースが身につけていたペアンに引っ掛けてしまい、患児のもとから ライン類が多い場合は、十分周囲を注意しながらケアに当たる。
なるべく身に付けるものは無くし、事故に結びつくような聴診器、名札、ポケットの中身など注意し
離れる際動脈ラインを抜いてしまった。
ラインに絡まないよう注意を払いケアに当たる。
Aラインの接続部から血液がもれていたためテープをはがし、ふいて貼り直そうとしたが、テープを 一人で行おうとしたため、固定が不十分であったと思われる。
一人で行わず、他のスタッフと二人でし、充分に固定を行うべきであった。
はがした時に少し抜去してしまった。
Ａラインモニターのアラームがなった。患者は、Ａラインと胃管を自己抜去していた。患者は、自分 患者の要因 患者の状態把握不足
観察強化
のしたことに驚いていた。Ａラインの抜去部を止血し、医師に指示で胃管は抜いたまま様子観察し
たが、患者に変化無かった。
Aライン挿入中の患者様。14時にAライン抜去となる。シースからのAラインであったため、枕子固 枕子固定の重要さをわかっておらず、出血のリスクが大きいことを十分理解できていなかった。ま なぜ枕子除去の時間があれだけ長くもうけられているのか考える。また、○時間後と言われても、
定し、そのとき医師より枕子除去は4時間後の指示を受ける。しかし、自分の目で確認しておらず、 た、自分の思い込みで判断してしまい、確認を怠った。
思い込まず、自分の目で確認し、何時に除去なのか医師に復唱していく。
医師にも4時間後ということは18時ですねと復唱できていなかった。CANに入力時も自分の思い込
みで12:30の時点へ入力し、4時間後ということは16:30だと思い込んだ。16:30に医師にコールする
も、医師はカテ中であり、対応した看護師がCCUの看護師ではなかったため名前を言っても通じな
いだろうと思い、名前を言わず枕子除去についてたずねた。「他のDrにとってもらって。」との指示
をもらい他の医師に依頼し、除去となる。枕子除去となったため、ギャッジの角度を確認するため
に再度コールしたところ、ギャッジは待つようにとの指示あり。約10分後医師がカテより戻り、「圧
迫したのは14時だからギャッジなんて出来るわけがない。」といわれ、枕子除去時間が早すぎたこ
とに気づく。そのご再度の圧迫はせず、18時までは仰臥位でいるようにとの指示あり。その時、穿
刺部からの出血はなかった。
ＡをＢで入力印字
印字システムの問題
複数での確認
Ａを旧性のＢで薬袋印字した
薬袋発行機にデータがきちんと伝わらなかった
調剤時に処方箋と薬袋の患者名を目視確認する
Ａ医師の診察日であったため、８：３０からの採血患者が多く、看護師３名で対応していた。医事課 言われたままで、カルテを見ていなかった。
まずは、患者の呼び間違いをしないよう、カルテをみて確認してから呼ぶ。
の人から、「Ｂさんが、市健診で胃透視の予約をとられているので、急がれています。」と言い、カ
ルテを置いていった。すぐに、健診担当者が、Ｂ氏を呼んだ。しかし、返事がなく、外科の方まで呼
びに行った。おかしいとおもいながらも、不在として他の業務を続け、８：５０ごろに再度お呼びし
た。すると、患者さんのほうから、「Ｃの間違いじゃあないですか？」と聞かれ、そのとき初めてカル
テを確認すると、Ｃさんだった。患者さんは、早くから来て待ってたのに、名前を間違うなんてと、立
腹していた。すぐに謝罪し健診をはじめたので、予約時間には間に合った。
Ａ医師の代診日（外来）、高血圧の患者さんの処方を記載時、前の処方を見て書いてしまい、前日 当該医師の注意確認不足に起因するアクシデントと考えられる。
本人の改善策：必ず直前診察日の処方内容を確認すべきであると肝に銘じた。所属長の改善策：
の診察時に変更されていたのを見逃してしまった。翌日患者さん本人から連絡があった。内容：ア
1)前処方と同じ場合は直近のものを確認する。2)当日の診療所見で用量や薬の変更は当然あり
ムロジン5mg→2.5mgへ変更
得るが変更しない場合は直近の処方を踏襲するのが一般である。注意確認に尽きる。
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具体的内容
背景・要因
改善策
Ａ患者が、痛みを訴えるＢ患者に、Ａ患者の飲んでいる薬のムコスタとオステラックをＢ患者に渡そ 患者同士の薬のやり取り
患者それぞれ症状が違うので薬のやり取りはしないことを説明する
うとしていた
Ａ患者のオペで、気付かずにB患者のレントゲンを持参しオペ室へ向かう。オペ室の看護師との申 事前にオペ出しの準備をとカルテをカウンターの上においた際、近くにＢ患者のレントゲンがあっ 出頭時とオペ室での申し送りの際、必ずカルテ・レントゲン・患者名の確認。忙しいからこそ一呼吸
し送りの際、レントゲンの確認までいたらなかった。そのため、オペ室内に他患者のレントゲンが混 た。しばらくして、オペによばれ、そこにおいてあるカルテとレントゲンを持ってオペ室へ。病棟看護 おいて、余裕を持つことを心がける。
入。発見したのは、病棟看護師が翌日のオペ前処置をしてる際、Ｂ患者のレントゲンがないことに 師、オペ室看護師ともに忙しく余裕が無く確認のないままオペ室へ。
気が付く。代わりに、あってはならないＡ患者のレントゲンを発見。オペ中であったため急いでオペ
室に連絡し、交換となる。
Ａ患者の胸部写真撮影終了後、画像送信のみ行い、隣の撮影室に準備に行っていたとき、別の 撮影室をかけ持ち状態で移動に際して、中途半端に装置を終了させていたため、他の技師もわか いくら忙しくても、患者をまたしても一つ一つ確実に作業を行う。マンパワーが足りないので何とか
技師が次のB患者を呼び入れ撮影準備を完了していた所に戻りまだ終わらせていなかったＡ患者 りにくい状態になっていた。戻って業務を再開時に、確認を怠った。
したい。 作業開始時、終了時（データ送信時）に確認作業を再度徹底する。
の情報をもう一度撮影装置に入力して撮影を行えるようにしてしまったため、Ａ患者の情報がＢ患
者の画像に張り付き送信されてしまった。結果としてＡ患者の19日の所にＡ患者とＢ患者の胸部写
真が、送信されることとなった。院内規定の書類によりＢ患者のデータを、削除してもらい、改めて
Ｂ患者の所に正式な情報で送信を行った。
A患者とB患者の食事を間違えて配膳した。食形態が同じであり、患者への影響はなかった。
食札を食事が終わるまでお膳に置くことになっていたが実施されていなかった。
食札は食事が終了するまで置いておく。また、配膳時声だし確認をする。
Ａ患者にＢ患者の抗生剤の点滴を施行。すぐに気が付き抜去する。
確認不足。
徹底した確認。
Ａ患者にすべきインシュリン単位数をＢ患者にしてしまった
・深夜帯、急変Ｐｔがあり処置が重なりあせった ・思い込みで氏名確認をしなかった
忙しくてもあわただしくても、他Ｎｓに確認してもらってから施行する
Ａ患者にすべき点眼薬をＢ患者に施行 同姓で同室におり間違えた。施行後、カーデックスに施行 同室に同姓の患者がおり、確認不足 両患者ともに痴呆あり 自分の名前を言ってもらう事もでき ベッドネームと薬袋で、声を出し氏名の確認を行う
チェックしようとして気付く。
ない状態で、思い込みのまま施行してしまった
Ａ患者のスピッツにＢ患者の採血を入れた。Ｂ患者のスピッツにＡ患者の採血を入れ検査に提出し 伝票とスピッツを準備して行っていなかった。患者確認不足。１行為１トレイで行っていなかった。 伝票とスピッツを準備して行う。１行為１トレイで行う。
た。検査室よりカリウムの値が１週間前と比べてかなり違うと言うことから連絡が入り発覚する。Ａ
患者はカリウムが低値なのに今回は高値だった。Ｂ患者はカリウムが高値なのに今回は低値だっ
た。
Ａ患者の名前を２回呼ぶと、間違ってＢ患者が、返事をして診察室に入室した。医師にて、名前を 患者確認にて、患者に名乗ってもらわなかった。
祖父母が付き添う場合は、要注意して確認すると共に、全ての患者にマニュアル通り名乗ってい
呼ぶ患児の確認と、看護師にも同じ確認方法がとられたが、いずれも返事をされた。診察介助の
ただく。
際、、患児の名前をカルテ通り何度か呼ぶが、祖母（Ｂ患者付き添い）からは、なにも抵抗無く診察
が進められた。問診票にサインの時、「Ａさん、名前が違いますが」と指摘をしたが、「娘の子、です
から違うんです、娘の名前を書いた方がいいですか」と言われ、代理人の名前で良いと話し、医師
の前でサインが行われた。医師が、ポリオですねと言い、祖母（Ｂ患者付き添い）にて介助され、児
の口を開けポリオ経口施行された。外待合いに出て、１５分後、次の順番のＢ患者を呼ぶが、目の
前にいたＢ患者は、全く無反応であった。いないとみなして次に診察が進められた。受付より、本
当のＡ患者が診察を受けていないのに受信機が、診察済みになった。と苦情あり、Ｂ患者に確認
し、名前を名乗ってもらい間違いにき付いた。Ｂ患者の目的はインフルエンザ予防接種であった。
Ａ患者の翌日からの麻薬の減量指示を口頭で受け、カルテをチェック、指示変更を担当看護師の 他患者の内服管理と混同し、錠剤数を間違って記入したこと。 麻薬変更指示が赤字で記入され
メモに書く。 その後、夜勤者に指示変更を申し送る。その後、他の看護師コールに対応したり、他 たなかったこと。 指示受け者とケアシート記載者が異なり、投与する者も違ったこと。 麻薬施行
の業務を行った後、Ａ患者のケアシートに指示の変更内容を記載するが、誤った服用量を記載し 伝票の記載変更もなかったこと。
てしまった。翌日、そのまま誤った記載内容の容量で他の看護師により麻薬が投与された。１日量
を朝内服させたため、夕は内服させず対処した。オキシコン（２０ｍｇ）４Ｔ ２×⇒１回４Ｔ投与 自
分のメモには４Ｔ ２×で記載されていたが、自分が記入したケアシートには８Ｔ ２Ｔ ２×で記載し
てしまった。
A患者より義歯が合わないので歯科往診依頼を受け、患者のかかりつけの歯科医師へ連絡した。 往診依頼を主治医に報告せず看護師の判断で依頼している。 同姓同名患者の予防策が徹底出
連絡時、同姓のB患者のｶﾙﾃを取り出し依頼してしまった。18:20頃、日勤の看護師より問い合わせ 来ていなかった。
があるが、「家族にも了解済み」と伝えた。その後、気になり病棟に行き、同姓患者誤認に気づい
た。すでに、処置は終了し帰宅中の医師に説明し、本来治療すべき患者の治療を実施してもらっ
た。家族にも事実を説明・謝罪した。同じ義歯の部分が欠けていた。
Ａ氏の点滴分をＢ氏に接続してしまう。５分後に気付きクランプし看護科長に連絡する。
勤務交代の時間帯で新入院２名あり、てんてこ舞いの最中ナースコールで呼ばれる状況でした。
Ｂ氏の分と思い込みで実施したが、取替えのとき再度名前の確認をしなかった。
A看護師は、20時の時間薬をC氏に内服させた。20時15分頃C氏よりナースコールがあり、他チー ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問
ムのB看護師が受ける。C氏より「20時の薬を飲んでいない」と言われ、A看護師に確認せずC氏へ 題点。
内服させた。その後B看護婦が、A看護師へ報告し重複投与に気がついた。
A看護師はＢ患者の与薬箱を、隣りベットＣ患者のオーバーテーブルの上に少しの間置いていた。 与薬ルール・与薬システム・与薬時のチエック項目
その後Ｄ看護師はＡ看護師に「C患者さんの薬を飲ませていいですか？」と尋ね、Ａ看護師は「ハ
イ」と答えた。看護師Ｄはオーバーテーブルの上のＢ患者の薬を薬をＣ患者に与薬した。その後看
護師Aは看護師Ｅから間違いを指摘された。
Ａ看護師はアミノフリード５００ｍｌを開通させずに,先にシールだけ剥がしてしまい、Ｂ看護師は開通 アミノフリードの開通忘れが起こった際、開通シールを貼ることにしたが、開通しないうちにシール
されていないことに気付かず、そのまま点滴を施行した。終了し,次の点滴を繋いだ看護師が間違 を剥がしたことと、点滴実施者は確認を怠ったことが原因
いに気付いた
Ａ群の検査結果が画面上（ー）であったのでその様に処方する。月曜日に結果表を確認すると
検査結果に変化がみられた。又金曜日から月曜日に掛けていたので患者の家人も行動が遅くな
（＋）になっていたので検査室に確認すると変更になったとの回答。医師に連絡し薬の出し直し処 り、 １週間後になった。処方箋の有効日を確認なしで書き換えして渡した。
方を作成して、家人に薬の変更があるのですぐ取りに来て下さいと連絡するも１週間後取りに来ら
れた。事務員は主治医に 連絡せずに処方箋の日付を変更して渡した。家人が薬局で服用しても
良いかと問い合わせたので判明する。
Ａ号室患者４人と対象者Ｂ号室患者の計５人にＡ号室にておやつ摂取の介助をしていた。５名中４ 新卒であり、病棟移動し、３日目で緊張しているなか、リーダー業務をまかされ、「早目にね・・・」と
名はほぼ全介助であり、対象者は車椅子乗車し介助していた。対象者は本人持ちのパックゼリー の言葉に焦っている気持ちもあり、ほぼ全介助が必要な患者を一緒に介助しようとしたため。 嚥
を摂取介助しており、終了し、同室他患者のベッドをギャッジダウン中に対象者がむせていた。上 下したことを確認せず対象者から離れた為。 高齢者、麻痺があるかたの誤嚥の可能性のあるこ
肢前屈にし、タッピングするが、むせ消失せず、他看護師報告、吸引するがゴロツキ消失せず、経 との認識不足。 むせていることを回避する事に集中し、前腕がアームレストにぶつかっているこ
過。 タッピング時車椅子のアームレストに前腕がぶつかったためか、７ｃｍくらいの表皮剥離が発 とに気付かなかった。 看護師間での誤解。
生した。
Ａ氏（女性）に対し、ＭＲＩ検査の呼び出しがあった。看護師が同姓のＡ氏（男性）を車椅子で検査室 呼び出しがあった時に、フルネームでの確認をしなかったこと、患者の検査予定の把握と確認をし
へ移送した。ＭＲＩの受付で氏名の確認をした際に患者間違いに気づいた
ていなかったことが考えられた
A氏にB氏の点滴をつないだ。B氏の点滴を手にとってそれがA氏のものであると気づき、直ちに交 類似した名前 確認したつもりが不十分
換した。
Ａ氏に行なうべきツ反テストをＢ氏に施行した
お互いのスタッフの信頼関係の強さがゆえに確認行動のあまさが目立つことも多い
Ａ氏に投薬する去痰剤をＢ氏に投薬した。
Ａ氏のファイルにＢ氏の注射箋が入ってきた。注射準備時に気づく。
A氏の記録を、A氏のカルテに綴じようとしたら、B氏の記録がA氏のカルテにはさまれていた。名
前は、２人とも全くにていない。

持参薬整理時フルネームで記載しなかった。
前に診察した患者の画面に入力した。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
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ケアシートへの転記作業を無くすことにより転記ミスは防止できるが、現実では少し厳しい状況。
指示事項はその場で指示受け後、間を空けず記録物に記入することの徹底。

往診依頼は医師の指示で依頼する。 同姓同名患者の確認の基本を守る（ﾌﾙﾈｰﾑ・ID番号・生年
月日） 入院患者の同姓者の予防策（ｶﾙﾃ・ｶｰﾃﾞｯｸｽに表示する） 外来患者は同姓同名者の予
防策（ｶﾙﾃに表示）
忙しい時でもマニュアルとおりにすべきです。
・処置の際は受け持ち看護師へ、報告・連絡・相談を確実に行う。・業務に入る前に患者の情報交
換を行う。
与薬システムの改善

マニュアルどおり業務を実施するよう指導した。
検査結果が変更ある場合は連絡を密にして行うようにする。又処方箋の有効日を勝手に直さない
事にした

高齢者にはさまざまなリスクがあることを考慮して関わっていく １つずつゆっくり確実に実施して
いく事をこころがける 急変時でも焦らず注意して安全に物事を行う。

患者呼び出しを受けた際の、確認の徹底と患者のスケジュールの把握とリーダとの情報交換の遵
守
確認方法の再検討、再教育
プロ意識を高め信頼するスタッフでも必ず依頼する場合や逆の立場に於いても声をだして確認し
あうことが大切
投薬マニュアルの周知徹底。
部署ごとに確認を遵守してミスの防止に努める。
カルテに書類を綴じる時は、必ずフルネームで名前を確認。
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具体的内容
Ａ氏の血圧が170mmhg以上になったため、血圧上昇時の指示を施行。血圧が170mmhg以上でヘ
ルベッサーポンプ1ml早送りの指示を1ml/hUPと間違えて施行した。
Ａ氏の点滴を更新する。Ｂ氏の点滴を更新しようとするも、輸液がなく、Ａ氏の輸液を確認したとこ
ろ、Ｂ氏の名前が書かれた輸液を接続していた事に気づいた。
A氏の点滴内容は、ブドウ糖５％500ｍｌ、メディジェクトK、アミノレバン、アデラビン9号であった。夜
勤帯の看護師がダブルチェックを行なったため、遅出の看護師はワークシートと照合せず点滴を
混注してしまった。しかし、その後、２１時ごろ深夜帯の看護師が次の日の点滴を準備の際、生食
５００ｍｌ施行するB氏の点滴がないことに気づき、A氏のブドウ糖５％５００ｍｌが残っている事に気
づく。ごみを探し、A氏の点滴に、間違って生食５００ｍｌを混注している事が分かった。A氏の点滴
は0時開始であったことから、患者に施行する前に気づいたので、破棄し、新しいものを準備した。

背景・要因
改善策
指示の理解不足により起こった。また指示の内容に不安があったら、確認を行う必要があった。先 解りにくい指示は再確認するように指導。不慣れな処置に対しては先輩看護師が確認するよう指
輩看護師も理解できているか確認する必要があった。
導する。
Ａ氏の名前を十分に確認せず、思い込んでいた。
３回確認することを習慣とする。
深夜勤の看護師がダブルチェックしたことに安心し、詰める時にワークシートと合わせながら点滴 ダブルチェックしたNsが点滴を混注する。混注時はもう一度ワークシートと照合しながら混注する。
を詰めなかった。

Ａ氏の部屋より「ガタン」と物音がし、訪室するとポータブルトイレに座らせていた患者が頭を触りな 術後4日目でずっとせん妄状態で、昨夜は、リスパダール、ハルシオンを内服しており、足元がふ 眠剤の影響が残っている患者の傍を離れる際は、他のスタッフに声をかけるなどしておく。また、
がら「痛い」と言いながら左側臥位で倒れていた。レベル低下、バイタル変動はなし。対光反射あ らついていた。ポータブルトイレに患者が座ったことを確認した後、電話が鳴ったため、電話をとり そのような時は、電話にでない。
り。瞳孔不同なし。医師に報告し、経観となる。
にいった。その間に患者は、ポータブルトイレから離れて倒れてしまっていたため、そのような患者
のそばを離れる際は、誰かに助けを求めることなどしておけばよかった。
Ａ氏は、頭皮裂傷治療中に血圧低下見られ入院となり、ベット上安静・酸素投与・持続点滴中であ Ａ氏自身に現状認識がなかったこと。
入院中であり安静、酸素、点滴も必要であると説明し、何かあれば自分で動かずナースコールす
り、2:30頃は入眠していた。点滴交換時間であったため2:45頃訪室すると、ベット上に酸素マスク・
るよう説明した。
SPO２モニター・抜針された点滴セットが投げてあり、Ａ氏の姿がなかった。病室前の トイレにお
り、すぐにベットに戻り安静を取り、点滴再挿入した。バイタルサイン・意識レベルに変動はなかっ
たがＡ氏自身に入院中であり、治療中である認識はなくトイレに行ったとのことだった。
Ａ氏はON-OFF状態の時があり、以前にもON状態時にレビンチューブ自己抜去等の行動を起こし 点滴刺入部は下肢であったため、自己抜針はないだろうと思い込んでいた。
・上肢に留置針を再挿入し、点滴刺入部は包帯を巻いた。 ・点滴施行中は点滴・ルートが見えな
ていた。対策として両手メガホン抑制帯と抑制帯を装着していた。10時30分頃同職種者より、点滴
いようにする。
（フィジオ500ml）自己抜針していると報告あり。両手メガホン抑制帯と抑制帯は外れていなかった
が、抑制帯をしていない両下肢の動きは活発であった。留置針再挿入する。
Ａ氏は化学療法施行日であり、9:00より側管より持続点滴にて生食＋テラルビシン1Ｖ施行されて 1.ロックした人と、持続点滴をセットした人が別の人であり、看護師間でコミュニケーション不足が 1.一人の人が点滴のセットからすべて責任を持って施行する。 2.必ず持続点滴であっても、マ
いた。10:00よりメイン更新のため訪室時ナースコールがＡ氏からあり、気泡混入のアラームの知ら あった事。 2.点滴の確認不足
ニュアルにそって滴下まで 確認する。
せを他のスタッフに告げていた。他のスタッフがクレンメをロックし、エアーを抜いた跡、メインボト
ル交換を私自身が行った。他のスタッフからロックしたことを聞いたにも関らずそのまま他の化学
療法の人のもとへ行こうと退室してしまった。その後３０分して側管の物が終了し、その３０分後に
閉塞でアラームが鳴ったため、別のスタッフが訪室した。その時、クレンメロックが発見された。滴
下良好であったため、そのまま１Ｈ遅れて化学療法が開始となった。医師に報告した。
Ａ氏は術後であった。検温のとき、硬膜外の残量は確認していた。体位変換も介助にて行ってい 硬膜外チューブの固定の確認不足 体位変換のときなど硬膜外チューブの位置の確認不足
初めの検温のときに硬膜外チューブの固定の確認 体位変換のときの硬膜外の位置などに注意
た。22時頃訪室し、硬膜外チューブをもって残量を確認したときに、ペンダントの部分の接続部が チューブが切れやすいという意識の薄さ
し、患者にもチューブを引っ張らないように注意を促す
切れているのを発見する。逆血無し。チューブを結んでおく。
Ａ氏は朝・夕は経管栄養、昼のみ食事が出ていたが、内服薬は毎食後レビンチューブより注入し 他看護師にて配薬されたため、与薬しただろうと思い込み人任せにしていた。与薬の確認ができ 配薬した看護師に与薬したかを確認する。薬が残っていないか所定の位置（Ａ氏の場合なら吸引
ていた。昼分は他看護師にて配薬されていた。19時準夜看護師より、昼分の薬が病室（吸引用の ていなかった。 訪室時は下膳されており、薬があること自体を忘れていた。
用ワゴンの上の箱の中）を見て確認する。
ワゴンの上の箱の中）に残っていると報告あり。昼分の薬（ビソルボン・酸化マグネシウム）が与薬
できていない事に気付く。病棟師長、主治医に報告する。
Ａ氏は朝食のため食堂で待って居られたが、Ａ氏の食事を同室患者Ｂ氏（食事止め）に配膳してし 思い込んでいて、よく確認しなかった。
食札とベッドネームを必ず確認する。食事止めの患者等、把握しておく。
まった。そのうちＡ氏が食事がないと怒って病室に帰って来られた。Ａ氏は、間違えた後の対応も
悪いと興奮状態であった。
Ａ氏は歩行時跛行あり、トイレ時はNsコール押すよう伝えていたも、自己にて点滴架台押し自室ト 準夜勤務者に自己抜針の可能性があると申し送られたが頻回にＡ氏の観察をしていなかった。 点滴再開後もＡ氏は点滴ラインが気になりゴソゴソとされていたためラインは服の袖の中に通し見
イレ使用していた。２時Ａ氏の病室のトイレからNsコールあり行くと、本人トイレの流し方が分から 自己抜針の可能性があるのに予防策をしていなかった。
えないようにした。 トイレ時ナースコール押すよう伝えるもされないため離床センサー装着させて
ないと言われる。右手出血あり、点滴自己抜針していることに気付く。点滴の必要性伝え納得され
いただく。
たためルート再確保し、点滴再開する。
Ａ氏は夜間自己にて尿器で採尿されており、２時間毎Nsにて尿器更新していた。4時半同室者とＡ 夜間尿器で採尿されていたためトイレに行くことはないと思っていた。 トイレ時はナースコールで 点滴のラインは見えないよう服の袖の中に通した。 トイレ時はナースコールを押してくださいと伝
氏の声が聞こえたため訪室すると、Ａ氏はトイレの前に立っており「何か訳がわからなくなった」と 知らせてくれると思っていた。
えた。また、採尿後の尿器は看護師が更新するので置いておいて下さいと伝えた。
言われる。持続点滴中であるも自己抜針している。ベッドへ誘導し、点滴の必要性伝えると納得さ
れたため、ルート再確保し点滴再開する。本人トイレに行きたかったのだと言われる。
Ａ氏は老人車を押して歩行している。Ｂ氏は移動に電動車椅子を使用している。屋外のスロープ 高齢者の運転、視力低下、相手も難聴で危険の回避ができなかった
電動車椅子を使用している方が高齢になり､視力の低下もあるが現在乗車の制限はない、何度か
のところで老人車の車輪にあたりＡ氏が衝撃で倒れそうになった所を近くを歩行していた看護師が
話合いをしているが、唯一の移動手段であり1､スピードを出さない。2､乗り入れの制限などをして
支えた。
いる。
A氏を診察室にお呼びしたらB氏が返事をして入って来られた その後診察を終えて採血をする際 B氏が返事した為A氏だと思い込んでしまった
お呼びした後も診察室で確認するのが大事だと思う
お呼びするとB氏が入って来られ A氏も入って来られ気付く
Ａ氏を分娩のため分娩室に車椅子移動したところ先に入室していたＢ氏の姿がＡ氏に見えてし
・経産婦が２人とも分娩進行中であったため、同時入室は予測できた状態だった。 ・分娩室はワ ・常に分娩室にアコーデオンカーテンをしておきプライバシーを保つ状態にしておく。
まった。Ａ氏は急速に分娩が進行していて慌てて分娩室への入室となったため、先に入室してい ンフロアーで分娩台が２台あり、アコーデオンカーテンはあるものの、当事者が充分配慮しないと
たＢ氏のプライバシーが保てなかった。Ｂ氏は分娩進行がゆっくりのため、分娩台に横になりバス プライバシーが保ちにくい構造である。
タオルをかけ皮膚の露出はなかった。Ｂ氏はＡ氏が見えてはなかった。
Ａ先生の予定に脳ドックの診察と筋電図がダブって入っていた。Ａ先生より脳ドックは以前より予定 伝達不足・知識不足
脳ドックをいれる時は、検査科へも連絡を入れダブって入る事を防ぐ様にする。また、外来のカレ
にはいっていたので筋電図をずらして欲しいと依頼があった。しかし、翌日がＯＰ予定だったために
ンダーに記入する時は注意し非医療スタッフに周知させる。
検査をしなければいけない患者で前日に変更してもらった。Ａ先生にはご迷惑をおかけする事に
なった。脳ドックを検査室は把握しておらず、連絡をうけた非医療スタッフもわかっておらず受けて
しまった。
A側を先に抜針するのをV側を先に抜いてしまった。返血をA側に変えゆっくりと回収できた。
固定テープを剥がしながら施行したが、ルートの確認不足していた。
回収時介助者と声かけあい、A側の回路を手で伝いA側を確認して抜去する。
Ａ番からラシックス２ＡＩＶの指示を口頭で受け患者様に施行。そのＡ番から重複していた事を報告 確認不足。
口頭で言われても自分で指示を確認し、なぜその薬の投与が必要なのか理解した上で実施する。
され直ぐに主治医にコールし、指示をあおいだ。状態の変化がなかったためそのまま様子観察と
なった。
Ａ病棟から食事箋をＢ病棟で入力。Ａ病棟より食事が来ていないと連絡がありすぐ食事を配膳し システム入力時に確認しなかった。
入力の際によく確認する。
た。また Ｂ病棟より連絡があった。
Ａ病棟の患者の注射薬をＢ病棟に送付
確認不足
複数での確認
A病棟の試験管の準備時に外注検査で特殊容器を生化学と間違えました。翌日採血管の間違い 試験管準備時にデータの問い合わせや検体の到着と重なり 注意不足のため起こりました。
外注検査の容器は、説明書をよく確認し準備します。又 他の仕事と重複した時は、後で落ち着い
に気づき病棟に連絡し再採血してもらいました。
てします。
Ａ病棟の食事がＢ病棟に誤配膳されてしまった。最終チェック段階で担当者はそれに気づかずそ 確認不足。
昼礼時に報告を行ない、調理師一人一人の意識向上を図り、最終チェックの徹底を促した。
のまま病棟へ食事が上がってしまった。Ｂ病棟より電話連絡が入り、Ａ病棟の食事が誤配膳され
ているとの報告を受ける。早急にＢ病棟へ食事を取り行きＡ病棟へ運び直した。
Ａ病棟まで患者様が無断で行かれており、Ａ病棟より連絡をもらった。
入院後より患者は不眠で夜間も病棟の廊下を行ったり来たりしていること多く離院の可能性が高 不眠などの精神的要因があるときは早めに対応する。
かった。
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具体的内容
背景・要因
Ａ病棟より転床してきた患者の入れ歯が紛失していた。病棟転床後1週間後に家族より入れ歯が ・物品の管理方法・貴重品の管理 ・多勢の人が関わる中で伝達の徹底
無いことを指摘され、患者の入れ歯がないことがわかる。病棟看護師は誰も患者が入れ歯である
ことの認識はなく確認もなかった。Ａ病棟からの申し送りもなかった。入れ歯を作り直さなければな
らなくなった。
Ａ病棟ワゴン引き出しに入れるべきものが正しく入ってるかをチェックしていたところ、Ｂ病棟に入 年末年始の複数の払出で多忙であった。誰がどの病棟をチェックしていたが明らかになるように、
れるべきものが混じっていたのをチェック漏れとなり、そのまま病棟へ行ってしまった。Ｂ病棟看護 チェックノートに押し印しているが起こった。
師より電話連絡あり、当直者・残り当番しかいなかったため調査できず、定数より使用してもらうよ
うにする。次の日、Ａ病棟より、間違って払い出されていた為、Ｂ病棟に持っていったことが分か
る。
Ａ病棟入院中、17日のレントゲンの指示がでていた。本日（17日）Ｂ病棟へ転棟となった。18日、主 看護師は患者に業務終了時のｽｹｼﾞｭｰﾙの確認をしていない。
治医の指摘で未撮影が判明した。放射線科より２、３回病棟に連絡し、看護師は「はい」と返事し、
患者に説明しているが、患者は「聞いていない」とのことだった。未撮影状態の画面をそのままにし
ていると会計などに影響するため、放斜線科技師が毎日、１７：００過ぎに削除するようにしてい
る。その日は２２時のｵﾝｺｰﾙ時、削除されていた。医師に再ｵｰﾀﾞｰして貰い、21日撮影となった。転
倒時の本日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影の情報伝達は行われていた。
ＡB様が受付をせずに直接診察室に来て、診察券を以前診察した時に返してもらっていないため ・あいまいに名前を確認し、その名前を言われたまま思い込んでしまっ ていた。 ・事務方に任せ
確認して欲しいと言われた。事務の方にそのことを伝えると「ＡC様ですよね」と言われ「そうかな」 るだけで当事者は、生年月日などを確認していない。 ・診察時にカルテ、基本伝票の姓だけでな
とあいまいに返事をしてしまう。事務の方が、生年月日を確認してカルテを取り寄せるから大丈夫 く名前、生年月日を確認して いない。
ですと言われそのまま任せる。しかし、生年月日を確認せずカルテを取り寄せてしまう。そのカル
テが第１診察室に回ってきてＡC様の名前を呼ぶと、ＡB様が入ってきて、診察、仙骨硬膜外ブロッ
クを施行されるが、カルテ、基本伝票はＡ薫様で違いがあり会計時に違いに気付いた。
Ａ薬局のＢコース健診とインフルエンサ予防接種がＰＭ５時から予定がはいっていた。薬局のかた 申し送りができていなかった
は、５時から忙しくなるので早くして早く帰りたいといわれていたが、内科の時間外担当医師がおら
ず困った。たまたま、その日早く来ていた医師にお願いして診察してもらえた。なぜこのように予定
を組んだのか医事課の担当者に聞いたところ担当が新しくかわり薬局サイドの都合がわからず組
んだ様子（医事課内での申し送りができていない）
Ａ氏が注射伝票を処置室の伝票入れに出してトイレに行かれた。他の看護師がその伝票を取り、 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
Ｂ様の名前を呼んだが、不在だった。Ａ様が持って来た伝票はＢ様の伝票であったことが判明。
（外来と受付に速やかに連絡をとった。）
Ａ氏に浣腸の指示あり、ベッド上にて左側臥位にて施行する。施行時、誤って膣に少量入り、当直 十分肛門を確認できていなかった。
の医師に見て頂き、膣洗浄を施行する。その後、腹部不快症状なし。発熱なし。経過観察となる。
Ａ氏のOP物品のIDカード準備時に、Ａ氏のIDではなくＢ様のIDを準備しOP出頭してしまった。OP
室、申し送りでも気付かず、ICUに入室しICU看護師が発見する。
Ａ氏は、○/27昼よりプロサイリンが、毎食後3丁、眠前２丁（計11丁）で開始となる。準夜看護師
が、時間薬を確認した時には、セットされていなかったこともあり、眠前のプロサイリンが配薬でき
てなかった。 当直医師確認したところ入眠しているので、欠でよいとの指示あり。患者は、バイタ
ルサイン変動なくすごされていた
Ａ氏はAMIで入院され緊急カテーテル検査を施行。右ソケイ部を枕子固定され、仰臥位安静中で
あった。ご高齢であり細心の注意をはかっていたが23時ごろより休みはじめ、0時に目覚めた時、
混乱したのか点滴を自己抜針してしまわれる。カテコラミンも静注点滴中であり、すぐにインサイト
再挿入行い、当直医に報告。わずかにBP低下みられたが他には抜針による異常はみられず。経
過観察となった。
Ａ氏は既往にＤＭがあり、8時12時18時に血糖チェックをしていた。また、現在欠食中であり、血糖
の値にて医師よりスケールにてインスリンを施行していた。しかし、○/14より血糖高値が続くた
め、10時に定期にてインスリン施行へと指示が変更となった。しかし、自分は8時に血糖測定を施
行し、以前指示にあったスケールの指示に血糖値が該当したので、以前の指示であるヒューマリ
ンＲ2ｕを皮下注射してしまった。日勤への申し送りで、インスリンの施行について変更があったの
に、自分は間違って以前あった指示にて、インスリンを施行してしまったことにきずいた。
Ａ氏は車椅子に乗っていたが、家人が買い物の際に傍を離れてたら、床に横になっていた。他患
者の情報では倒れた音がしたと。本人に問うも、頭は打ってない。しりもちをついたと。服を着替え
ようとした。などとはっきりしない。外傷なしバイタル問題なし。主治医報告する。
Ａ氏は痴呆があり、自己にてトイレにいこうとベッドからおり、転倒したことがあったため、夜間はダ
イニングルームにベッドごときていただき、ＮＳが夜間も観察ができるようにしていた。4時Ａ氏は入
眠していたため、巡視に回った。4時10分Ａ氏が危険行動をされていないかダイニングルームにい
くと、Ａ氏はベッドにおらず、ベッドの横の床に座りこんでいた。全身を観察すると、後頭部より出血
が見られた。本人に問うと、Ｌ字柵の柵をあけ、床におり、滑って床に頭をうったといわれる。Ｌ字柵
は開いた状態となっていたが、Ａ様には痴呆があり、たしかなことはわからなかった。バイタルサイ
ン測定し、著変はなく、レベルもクリアでいつもと変わりは見られなかった。すぐに当直医に診察し
てもらい、後頭部の出血は縫合が必要となり、医師にて2針縫合された。その後、頭部レントゲン、
ＣＴ撮影し、朝まで経過観察の指示をもらった。朝、主治医と脳外科医がＣＴ結果をみられ、異常は
みられないとのことだった。
Ａ氏は点滴を施行されているが、インサイトがつまっていたため抜針をした。抜針後、止血し、止血
したことを確認 して、病室を退室した。その後、Ａ氏からのナースコールがあったため、訪室する
と、抜針部より出血があり、Ａ氏と同室患者のところへ訪室していたＤｒが止血をしてくださってい
た。枕子にて、止血をし、以後、抜針部より出血はなかった。出血後のＶＳに異常はなく、気分不良
等はなかった。主治医に報告し、経観の指示をいただいた。
Ａ氏を呼び出して採血をしようとしたが来られなかったので、次にＢ氏を呼び出した。患者が見えた
ので「Ｂ様ですね？」「はい」と言われたため、採血を行った。その後Ｂ氏が「私はまだですか？」と
尋ねられ不思議に思い内科外来に行ってＡ氏を呼ぶと本人はＢ氏の診察券を持っていた。急いで
医師のところにＢ氏の血糖値は違う人の値であることを伝えＡ氏には検査が違うのでもう一度採
血をさせていただく事を伝え看護師に採血をお願いした。
Ｂ.Ｆ（去痰）実施後、患者の経皮的酸素飽和度が９０％まで低下していたが、それを報告するのが
遅れてしまった。
ＢＡＩ直前のソルメドロールを１２５mgのみ静注の指示のところ、通常のソルメドロール２５０mg点滴
内添加＋２５０mg静注した。

改善策
・物品の申し送り、チェックリスト体制 ・見当識障害や意識障害、痴呆患者の持物は家族に責任
をもってもらい家に持って帰る
チェックの徹底。責任を自覚しチェックの徹底を図る。

患者参加の確認の基本を守る（業務開始の３原則、業務終了時の２原則：ｽｹｼﾞｭｰﾙの実施の確
認））

１．姓の確認だけではなく、姓名及び生年月日を必ず確認する。 ２．依頼する場合は、依頼者と
依頼先の当事者で必ず姓名及び生年月日 を確認をし、再度、患者に確認をする。 ３．フル
ネームで名前の確認をする。

薬局の担当者と話をし、ＰＭ２時から２：００から５：００までの間で予定を組健診は検査のみ受け当
日郵送にて結果報告としインフルエンザするひとのみ診察を受けることにした。

伝票等、渡す前に患者の確認の徹底
確実に肛門を確認して浣腸液を注入する。

準備時にフルネームで声だし確認せずに準備してしまった。 Ｂ氏は退院しているにも関わらず、
IDがそのままにされていた。
○/27内服変更となり、指示受けをし、内服をセットしたのが、遅かったと思われる。そのため準夜
が時間薬を見た後に日勤が、セットしたため行き違いが生じ、配薬できなかったと思われる。

フルネーム、声だし確認を必ず行っていく。 退院時にはIDカードを忘れず返却する。 申し送り時
には、指さし声だし確認を行う
セットが、遅くなった場合は、必ず次の勤務者の声をかける。時間薬については、眠前の時間あた
りにもう1度確認する必要あり。カルテからの情報収集を配薬の際思いかえすようにこころがける

観察は密にしていたつもりだが、突然の患者の行動に食い止めることができなかった。

点滴挿入部をひっぱってもすぐには抜けないように包帯で固定するなど工夫する。

10時にインスリンの定期的な施行と指示が変更になれば、スケールでのインスリンの施行は中止 すこしでも疑問に思うことがあれば、カルテにもどり、指示をきちんと確認するべきだった。自分
となるのに、自分はそのことにきずかず、また、カルテにもどって確認を行うということができてい は、思い込みにて、処置を施行してしまった。
なかった。

患者の理解不足。観察不足。

家人に現在の状況（転倒のリスクが高いなど）を説明していく。また付き添いを離れるときは、ス
タッフに声を掛けてもらう。

Ａ氏を観察できるようにダイニングルームにきていただいていたのに、巡視をもうひとりの夜勤看
護師と一緒に回ってしまい、Ａ氏を観察できるものがいない状況をつくってしまった。

巡視を同時にいかず、Ａ氏を観察できる時間を少しでも長くとれるように考えて行動するべきだっ
た。

Ａ氏は止血しにくいということを情報収集できていなかった。

採血などをふくめ、止血しにくい患者の処置をするときには、止血にたいして注意が必要であり、
止血後も再確認をもう一度する。

多数の患者が採血を待っていたので慌ててしまった。 患者の確認作業がマニュアルどおり、患
者に名乗ってもらう方法を取らなかった。 患者が勘違いをしていた。

患者に直接自分の名前を名乗ってもらう本来のマニュアル通りの方法を行う。

Ｂ.Ｆ実施による合併症や検査後の観察点などの知識が不足していた。

正常と異常の区別をしっかり行い、異常の場合はすぐに報告する。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

口頭による与薬指示の確認作業の徹底を図る
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具体的内容
ＢＢや採血、内服などの処置も同時刻にあり、点滴の確認が甘く６時を過ぎても点滴を詰める台の
上に残っていた薬に気が付かず、そのままになっていた。点滴を次の勤務帯の看護師が点滴確
認をするまで気付く事が出来なかった。その後発見時刻９時に患者様へつなげた。
ＢＣＲの前室にてＦＦＰ２単位を溶解しようと準備している最中、誤って落としてしまった。 そのまま
解凍すると、ＦＦＰの内容物が袋外へ溶け出してしまい、血液製剤の袋の破損に気付いた。
BK（下腿切断）の患者が疼痛を訴えられたため、ボルタレン坐薬（２５）を9:00に挿入した。深夜に
確認すると、6:00に挿入されていた。時間間隔が3時間しかたっていない。
ＢＳＳ注入用注射器（青）に誤って眼注射用薬剤（デカドロン、エクサシン）を吸った．医師がＢＳＳ
液と思い眼内へ少量注入したが当事者が気付き直ちに眼内洗浄。患者状態変化なくオペ終了。
ＢＳスケールを使用してＢＳ４７９だったため、固定うちのノボリンＲフレックスペン／８ｉｖに追加し
て、ノボリンＲ４ｉｖとしてトータル ノボリンＲフレックスペン２２ｉｖうつはずが、トータルノボリン３０Ｒ３
６ｉｖ打つことを本人へ伝え、本人が打ってしまった。（チームリーダーとともにカーデックスに書いて
ある表を見て、単位確認をしたところノボリンＲ１８Ｉｉｖと記入されていた。）
ＢＳチェックをする際に使用した針が器材についたままであった。二度同じことがあった。
血糖検査指示を見落としていた。申送り時に気がつき、予定時間を過ぎてから検査を実施した。
ＢＴ挿入中の患者の入浴介助をアルバイトの学生に頼んだ。その時ＢＴをグリーンキャップでとめ
てなどは知っていると思い、説明しなかった。その人は前の病院で入力させる時はＢＴを抜いてい
たそうで今回も交換日ではなかったが抜かれてしまった。入浴後再挿入した。
B氏の就寝時薬が間違ってA氏へ準備、セットされていた。看護師が気がつき、実施はされなかっ
た。薬局で病棟でのカートへの準備の時に間違えた。

背景・要因
確認不足

改善策
確認の徹底

血液製剤の取り扱いを丁寧に行えていなかった。 ＦＦＰは落とすと破損してしまうという知識が不 ＦＦＰは、落とすと破損してしまうという意識を持ち丁寧に扱うようにする。
足していた。
いつ坐薬を入れたのか、確認できていない。
受け持ち出ない場合、いつ坐薬を使用されたのか、カルテで確認したり、担当していた看護師に確
認を取ること。
注射器の色分けを把握してない。青色ーＢＳＳ用注射器、赤色ー眼注用注射器
注射器の色で決め事を作らず内容物を明記したテープを貼る。薬剤を前もって用意しない、直前
に用意する。
指示受け時に、医師の記入どおりではなく、固定うちとスケールを使用してあわせたものが記入さ 指示はできるだけ転記ではなく、医師が記入したのを確認して実施していく必要あり。
れていた。院内統一したスケールではなく、今までなかったスケールで指示受けもしずらかった。
確認が不十分だった。
確認作業の不備
指示伝達不良

針刺し事故にもつながるため全体に注意を促す。
確認作業の徹底、担当患者引継ぎ事務の徹底
バイトなどの不慣れな職員には、確認する

就寝時薬に関しては各病棟管理の方法が異なるため間違いが置きやすいのではないか。

師長会で就寝時薬の管理の方法を統一していただこうと討議したが、各病棟の患者層が異なるた
め、統一できない（急性期病棟・回復期リハ・療養型とあるため）。薬局に病棟担当薬剤師がいる
ため、各自調剤マニュアルを作成していただくこととした。各病棟ごとに異なる配薬作業のマニュア
ルがなかった。
OPE帰室時から何日間カプシロン注射あるか必ず確認する。

C/S2日目の患者の定時のカプシロン0.2ssSCを忘れ、6時間後に気付き、医師報告し、S.C時間を C/Sの患者が毎回行なう処置ではないため、忘れがちとなってしまいました。
ずらして施行しました。
ＣＡＢＧ術後16日目でベッド上安静の患者.ベッド柵を乗り越えベッドの横に立位になっていた.その 安静度を理解してもらうことは困難であった. 30分毎に訪室していたが、他患者の処置時に同勤 全てのラインを抜き、輸液は日中のみの投与とするよう指示変更してもらった.夜間はラインのない
時、挿入中だった中心静脈カテーテルがコネクター付近で断裂していた.その場でクランプし主治 務者に見てもらうように依頼することはしていなかった. 食事も食べれるようになっており、カロ
状態で寝てもらうようにした。
医に報告する.主治医が来院し残留していたカテーテルを抜去した。また、バルンカテーテルも挿 リーアップだけが目的の輸液は減量中であったので、早めに抜去するよう医師に働きかけを行っ
入中であったが、バッグとの接続部分で外れたため、主治医に確認し抜去した。ＣＶラインからの ておくべきであった.
出血等はなかった。他、バイタルサインの変動はなかった.
ＣＡＧ前にペンレス貼用するのを忘れ施行する
チェック忘れ
忘れないよう確認をする
ＣＡＰＤ終了後クランプしたつもりが出来ておらず、注液分が排液バックの方に流れていた。
業務手順確認
一つ一つの手技を確認しながら行う。
CBCの依頼があったが、CBCの採血管と血糖の採血管とを間違えて採血して検査室に検体が届 検体にラベルを貼る時に話しをしていた。また、最初、CBCのラベルを血糖の採血管に貼り、入力 すこしでもおかしいと思われることがあったら必ず依頼伝票と検体を照らし合わせて確認を行うよ
いた。血糖の依頼はなかったが、ラベルを採血管に貼るときにその事に気がつかず、血糖の測定 者はCBCの依頼があることを認識していたので、そのままCBCの測定をしようとしたが、他者から うにすることだと思います。
をしてしまった。また測定終了後、CBCの依頼があることの認識がなかったので、検体を放置した 血糖の採血管だとの指摘を受け、依頼伝票と採血管、ラベルとの確認をせず、血糖の測定を行っ
ままCBCの測定が遅れた。検査結果の容認時、容認者がCBCの結果が出ていないことに気が付 た。 時々、採血管の間違いがあるので今回もという思いがあったと思われる。担当者は採血管を
き発覚した。
みて測定するので、そこで毎回依頼伝票との確認は行っていない。
CBCを測定し、凝固を認めたのでデーターを保留し、外来に検体の再提出を依頼した。測定者と 保留のデーターを吟味しないまま登録・送信した
登録・送信時は徹底して注意すること
は別の当事者がデーターを十分吟味しないまま送信してしまい、5分後にその保留検体のことを思
い出したがFAXも送信済みであった。直ぐに外来に電話連絡し、データーを間違って送信した事を
伝え、正しい再検データーをFAXし直した。
Ccrの指示を受けたが採尿の準備を忘れた為、Ccrの結果が出るのが遅れ、予定していた化学療 指示受けをしてすぐに採尿の準備に取り掛かることができなかった為、後で行うつもりであった
どんなに急がしくても、必ず指示受けをしたときに行うようにする。 どうしても、出来ないときはメモ
法の開始日時が遅れた。
が、忘れてしまった。
に残すように後で行ったかどうか確認する。
ｃｃｒ検査中の患者の尿は取ったが尿量を見るのをせず流してしまった
ただ自己の注意不足の問題と思われる
必ずｃｈｅｃｋしてから破棄する
ＣＣＵから転入時、酸素投与は中止という医師の指示であったが、続行していた。消灯後に指示票 ＣＣＵから転入直後に、患者の状態や指示を確認するという基本業務を怠り、他の業務を優先して 業務上の優先順位と、重要なことをしっかり認識する
を確認した際中止に気づいた。
しまった。
CCUセンターよりHCUへ転出した患者。尿量チェックを６時間毎に行い、７時から19時の尿量400ｍ ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問 ・情報収集後ワークシートに「19時尿量400ｍｌ以下ラシックス」と記載していた。指示は転記せずに
ｌ以下でラシックス20ｍｇ静注の指示があった。CCUセンターで13時の尿量は340ｍｌであった。HCU 題点。
その都度指示簿を確認する。・指示の確認は2名で行う。
転出後の19時の尿量は280ｍｌであった。トータルで620ｍｌであり、ラシックス不要であったが、CCU
センター内の尿量を換算しなかったために、ラシックス使用と勘違いし不要なラシックスを投与し
た。
ＣＣＵで人工呼吸、心臓補助装置をつけた患者のベッドサイドモニターが突然ダウンした。その後 メーカー側の緊急点検では、内部電気部品の一過性の接触不良と判断。
再発防止のため、ベッド移動を行い、障害を起こした、モニターはメーカーへ原因調査に持ち帰っ
モニターは、自然に立ち上がり使用可能となった。
てもらう。
CCUに入院中から不穏、見当識障害がみられ家族付き添う協力を得て病棟転入。夜勤帯になり 個室の位置がナースステーションより遠い位置にあった。 不穏傾向と、認識力の低下が見られ リハビリ目的でディールームなどで過ごせるようにし、看護師の目の届くようにするか、または部屋
点滴ラインを気にしたり、トイレ歩行をするところを発見したりしていた。朝トイレ誘導行った後、45 た。 勤務交代後１時間後であった。
の配置を近くへ移動するよう手配する。 自力で行わなければならない場面は回避できるように援
分ごモニター画面の脈拍数が上昇したため、訪室すると自分で点滴ラインを途中で外し、洗面所
助していく。
まで歩いているのを発見。
CCUより転入後より、妻が日中は付き添っていた。２２：４５ベッドサイドに立っていたため訪室する 妻が帰院されてから、落ち着きがなくなり、睡眠導入剤を投与し一旦入眠したが、再度興奮し抜去 引き続き頻回な訪室とライン管理に努める。
と、末梢ラインを自己抜去していた。
事故になった。
ＣＤに付帯するインデックスの撮影部位の表示がFemoral AがＦｅｍｏｒａｌ Ｖになってしまった。
確認作業の徹底
主治医に撮影部位の確認をする。
CFの患者さんの前処置として、ニフプラス2l投与されておらず、冷蔵庫にそのままおいてあった。 GTFとGF一緒の検査でもあり、確認されなかった。(申し送りが確実に行なわれていなかった。)
確認、申し送りを確実に行なうこと。
ＣＦ検査で、３人の予約が入っていたが２人のカルテのみ用意してあった。カルテのある患者にニ ・ルール違反（カルテは定位置に置く）・確認方法の不備（確認する場合は待機看護師にすること ・多数の人が関わる様な場合（ニフレック当番は外来全員での当番制）は特に分かりやすくする ・
フレックを開始。カルテのない患者の患者用パスには当日の日付が記されていたので医事課にカ になっている）
看護師待機表は分かりやすいところに掲示
ルテを依頼。カルテを確認したがニフレック開始してよいか判断できないため内視鏡室の看護師
に連絡。その後内視鏡室の看護師がきてから申し送り、医師に確認してからニフレック開始する。
抗凝固剤を内服している患者。（内服は１週間前より中止していた様子）
CF検査施行日、インスリンを打ってきてしまった。
事前説明がなかった。
外来で検査説明にあたりマニュアルに添った方法で説明できるよう検討。説明用紙の中に食事が
とれないので、インスリン・糖尿病の薬は飲まないよう記入する。用紙の改善ができるまでは説明
で対応する。
ＣＦ前に経口摂取。 食事配膳しているヘルパーより、食事でてますか、食べていいですかと問わ 様々な作業が重なり、確認をせずその場で答えてしまった。
その場ですぐ答えるのではなく、必ず問われた事は確認をする。
れた。他の手作業をしながら”何で聞くのだろうか”と思いつつも”いいです”と答えてしまった。医
師報告、内視鏡へ連絡し順番を最後の方にずらした。スクリットＰＯ開始し食止めをした。
ＣＦ前処置患者の１５：００間食を出し忘れ、１時間遅れで喫食してもらった。
チェックの仕組み及び連携の問題点
関連部門相互の確認の徹底。
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具体的内容
ＣＦ予定であり、検査ホワイトボードには１６時とかかれていた。ＣＦ前の排便処置について看護手
順を見ると検査４時間前より２時間かけて二フプレスを内服するという記載があった。１６時予定な
ので昼前に内服を開始しても間に合うと考え、朝のスタッフミニコミ時にメンバーにも相談する。１１
時、内視鏡室より排便状況の進行具合についてＴＥＬあり、二フプレスはまだ服用していないことを
告げる。それでは、本日のＣＦには間に合わないとの指摘を受ける。Ａ様は翌日ＯＰであり術前に
ＣＦが必要であった。主治医へ報告後、ミダゾラムしよう、鎮静下にて浣腸処理を行わなければな
らなくなった。
ＣＨＤＦの器械が脱血不良でアラームが鳴っていたが気付かずいた。他の看護師が対応した。

背景・要因
改善策
担当看護師の勝手な判断、知識不足。 時間の再確認。 痴呆ありスムーズに内服できない状況 ＣＦのための排便処置は７時に二フプレスを内服するよう時間の統一をはかる。
にあるにもかかわらず、時間に余裕を持って対応できなかった。 外来患者のあいている時間に
検査が入ることを考えられていなかった。

観察不足

ＣＨＳ ＯＰ後であり、鎮痛剤を使用して落ち着いていたが、消灯後より不穏となり同じことを繰り返 患者の理解力をアセスメントしていない 対策が不十分
し話し出すようになった。上腕部の点滴ルートは弾力包帯でしっかり固定していたが、気にしだすし
ぐさが見られていた。頻回に訪室していたが、自己抜去されていた
CHSの器械を片付ける際にガイドピンをドリルからはずさずに洗いに出してしまい、そのまま消毒 器械を片付ける時に、しっかり確認せずに洗いにだしていた。
されてしまった。後日使用する際に発見された。
CHSの借り物を点検し、点数を確認後、ケースの中へインプラントを入れる作業を業者に依頼し、 借り物のケースの中に、インプラントを入れる作業を業者に依頼し、ダブルチェックをせず任せてし
ダブルチェックをせず任せてしまった。手術の入室前に器械整理をしている時にマジックが入って まった。
いるのに気づき、もう一度再滅菌を行い手術をした。
ＣＨＳ術後1日目。痴呆があるため、ミトンを装着していた。筋層下にドレーン留置され、Ｊ－ＢＡＧが 創部ドレーンの自己抜去を回避するためのミトン装着であったが、脱げてしますということは、確実
接続されていた。他患者の部屋周り中、他の看護師から、Ｐｔがガーデを剥がしていると聞き訪室 な抑制になっていなかったと思われる。
すると、Ｊ－ＢＡＧが膨らんでおり、ドレーンが抜けていた。ミトンは枕もとに置いてあった。主治医
に報告し、ドレン抜去，抜糸、ガーデ交換を行った。
ＣＰＡ蘇生後の患者で、１４時更新の点滴があった。ソリタＴ１＋ビタメジン１本の点滴を作り、点滴 短時間（２、３分）だから大丈夫という思い込みがあった。 別の処置に行かないといけない、という
台にかけて２、３分、別の処置のためその場を離れた。病室に戻り、他の患者用の同じピンク色の 焦りがあり、リストバンドの確認と点滴の確認を忘れた。
点滴（ソリタＴ１＋ビタメジン１本＋ガスター１本）をその患者であると確認せず、その患者につない
だ（点滴薬剤は隣同士に吊るしてあった）。 １時間後、他の患者の受け持ち看護師が点滴がない
ことに気付き、発覚した。 主治医、リーダー、係長に報告。患者自身は異常なかったので様子観
察となった。
ＣＰＤ４００ｍｌ脱血の予定であったが、２００ｍｌ用のバックを使用してしまい、慌てている間に２７０ 脱血バックの確認を忘れた。慌てていて何ｍｌ脱血されているか途中で確認できなかった。
ｍｌ溜まってしまった。輸血部、医師、メーカーに確認後２７０ｍｌ全部返血の指示があり返血。翌日
４００ｍｌ脱血するよう指示受けした。
CRPの試薬チューブが試薬ボトルの底から浮いていた。その為測定途中で試薬不足状態になっ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
た。このとき、定期的に測定しているコントロール値を、よく確認しなかったため、誤った結果を臨
床へ報告してしまった。
ＣＲＰの手入力を１９．３８と入力したが後に救急外来が落ち着きチェックをしていて、実際のデータ 当直で一人で何種類もの検査を同時に行っていた。 他の検査も平衡して行っていたため、作業
を実施時間を入力してしまっていた事に気がついた。実際のデータは４．８２であった。２時間後に が中断してしまう事が多々あった。
気が付き報告したが、肺炎の疑いで入院となっていた。
ＣＴ（Ｅ）のため来院した患者。結果説明を聞きにいつ来院したら良いかを聞いていないとの事で、 割り込みがあり、その時やっていた仕事が中断された。複数の仕事を同時にしていた。ケアレスミ
患者の希望で「Ａ医師の予約を取ります」と言った。しかし、予約票を渡し忘れ、患者も検査が終 ス
わって帰ってしまった。ＴＥＬにて予約時間を伝え謝罪した。
ＣＴ・ＡＢＲの検査のためトリクロ服用となる。１年目の職員にＡＢＲに案内するよう指示を出した。 ＣＴ・ＡＢＲの検査の場合、通常はＣＴが先であっとのにＡＢＲをしてしまい、その間に覚醒してしまっ
患者は覚醒してしまい、ＣＴがとれなかった。通常はＣＴが先であった。
た。１年目と言うこともあり説明不足であった。応援の職員であった。確認不足。
ＣＴコンピュータに人名入力をしたが、スペルを間違って登録してしまい、透析室まで気が付かな ＣＴコンピュータと医事のコンピュータの早期接続が望まれる．
い。
ＣＴの検査の後、点滴支柱台を患者の車椅子の足元に置き、看護師が片手で支え、片手で車椅 ・点滴中の患者を車椅子で移送する時の移送道具の問題点 ・点滴中の患者を看護部一人で車
子の操作をし１階廊下の上り坂を上りきる手前で支柱台を倒してしまった。その後慌ててしまい、 椅子を操作することへのリスク感覚の欠如
支柱台を立てようとして車椅子のブレーキをかけずに手を離してしまい、車椅子が３０センチ後方
に下がってしまった。もし、患者も慌てていたら転倒の危険があった。
ＣＴの検査の後、点滴支柱台を患者の車椅子の足元に置き、看護師が片手で支え、片手で車椅 ・点滴中の患者を車椅子で移送する時の移送道具の問題点 ・点滴中の患者を看護部一人で車
子の操作をし１階廊下の上り坂を上りきる手前で支柱台を倒してしまった。その後慌ててしまい、 椅子を操作することへのリスク感覚の欠如
支柱台を立てようとして車椅子のブレーキをかけずに手を離してしまい、車椅子が３０センチ後方
に下がってしまった。もし、患者も慌てていたら転倒の危険があった。
ＣＴの呼び出しがあり訪室すると失禁しており、寝衣を取りに行っている間にベットから転倒してい 患者状態把握
た。異常なし。
ＣＴの造影剤にて副作用発現があったが、その後ＤＩＰ検査がオーダーされた。撮影直前に検査中 造影剤の副作用について患者情報が伝達されていなかったため
止の連絡があり、検査は実施されなかった。使用予定の造影剤は開封されていたため、破棄と
なった
ＣＴフィルムに名前シールを貼るのですが、別人の名前を貼り付けた。フィルム自体には名前がは ３０分に一人の検査予約がある中、至急の依頼があるとあわててミスをした。
いっていますが１０日ほど過ぎて判明する。
ＣＴ検査で胸部の指示を腹部にチェックしたため腹部しか撮影せず取り直しとなった。
医師がカルテに指示を記載したが、看護師が見間違えをした。確認不足
ＣＴ検査で造影剤の注射に入っていたラインを使用。その際にサーフローと延長チューブの接続部 確認不足
が外れてしまいなおしたつもりだったが、後で同職種者に外れていたことを指摘された
ＣＴ検査に行く際、点滴を輸液ポンプから外して速度を手で調整して行った。検査が終了し病棟に 観察不足 手技が未熟であった。
戻った所点滴が予定より多く入っていた。
ＣＴ検査のため絶飲食なのに、食事を接種させてしまった。
確認不足
ＣＴ検査のため病棟にＡ氏を下ろすように電話が入った。電話を受けた病棟のヘルパーＡからヘル ・患者確認時の決まりである識別バンドの確認を怠った。 ・ルールはあるが看護助手も含め徹底
パーＢにＡ氏をＣＴに連れて行くよう依頼。ヘルパーＢはＢ氏と思い込んでＣＴに連れて行った。検 されていなかった。
査室でも呼名確認を行ったがそのまま撮影され、検査終了後ヘルパーＡが検査後にとっておいた
朝食をＡ氏に持っていったところ検査に行っていないことがわかり、確認したところ違う患者にＣＴ
検査をしていたことがわかった。
ＣＴ検査の為、絶飲食なのに、食事を接種させてしまった。
確認不足
CT検査室へ患者を移送介助するのに、3○○－１AB氏が検査対象であったが、3△△－１AC氏を 漢字が同じで読み方が違うが間違いを起こす可能性があった。口頭伝達を行った為、間違いが起
読み間違ってCT検査室へ移送してしまった。
きたと思われる
ＣＴ検査中の造影剤漏れ
観察不足
CT検査途中、突然電源が落ちた。復旧せず検査を延期となる。
電源部のショート。２日前に点検済み
ＣＴ検査途中の造影剤漏れ。
確認不足
ＣＴ撮影のため睡眠導入必要なため眠剤服用し、空き室で休んでもらう。他の業務に追われ、声 他のことに気を取られ忘れていた。ナースコールがなかった。
かけを忘れて気が付いて見に行った時には既に覚醒してしまい、ＣＴ撮影ができなかった。謝罪を
して次回改めて撮影することとなる。
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患者から離れる時は他のスタッフに声を掛けてはなれる。アラームの聞こえる範囲で業務を行うよ
うに工夫する。
ルートが見えないようなつなぎ服やミトンなども一時的な対策として実施すること
器械のひとつひとつを確認し、外れるものなどを確認していく。
必ずダブルチェックを行うようにする。
監視の強化と抑制の手技のレベルアップをする。チームカンファランスで話し合う。

確認を手順に沿って行っていないことによるミスである。確認の手順を再度指導する。

確認を怠った初歩的なミス。バックを取り出す際に必ず確認すること。又自己血バックの収納場所
に２００と４００が同じようにしまってあったため、取りだす際に間違いを犯しやすいため場所の整理
を行う。
・定期的に測定するコントロール血清のデータに、チェックを入れて確認する。
手入力のときは声を出して、確認を行う。
忙しい時こそ、１つ１つ確認して仕事をする。
ＣＴ・ＡＢＲの検査の場合、通常はＣＴが先である。応援の職員にはしっかり説明して指示を出す。
注意してするしか今はない。
・支柱台付きの車椅子を使用し、安全に患者を搬送する。看護部より直ちに車椅子の支柱が取り
付けられていないものを調査し、全ての車椅子に支柱台を取り付けるようにした。
・支柱台付きの車椅子を使用し、安全に患者を搬送する。看護部より直ちに車椅子の支柱が取り
付けられていないものを調査し、全ての車椅子に支柱台を取り付けるようにした。
発熱により朦朧としていたため横になるのを見届けてから退室する。
検査時に造影剤使用の問診表の確認を徹底すること。
至急の依頼があっても落ち着いて確実に片ずけるようにする．
医師が伝票を記載する。
処置は最後まで確実に行い、ＣＴ室から出る時にも再び確認する
手で調整する時は移動時も滴下具合を確認しながら行う。
きちんと確認する
・医療者は患者が対象者なのか確認する時は必ず識別バンドを確認する。 ・看護師および看護
助手は勤務交代時全員で白板に記入されている同姓（似た名前）の患者を確認する。 ・ＣＴ当番
の医師は必ず検査に立ち会うことを徹底する。 ・患者には名前を呼ぶのではなく、名乗っていた
だく。 ・「患者確認の手順」を各検査室に貼る。 ・看護助手同士の依頼でも口頭ではなくクリップ
ボードの患者予定表を見てのやり取りを行う。
棚、床頭台、両方に注意して、絶飲食の表示を確認する。
検査指示票も必ず、確認し行う。
撮影直前まで漏れがないことを確認する
業者に連絡、確認する。
圧モニターを確認する
タイマー設定などをする。ナースコール、ＰＨＳを渡しておく。他の職員にも様子を見に行くよう依頼
する。

2312
2313

2314

2315

2316
2317

2318
2319
2320

2321
2322
2323
2324
2325

2326

2327
2328

2329

2330
2331

2332

2333
2334

2335

2336

2337
2338
2339

具体的内容
背景・要因
ＣＴ撮影のため脳室ドレナージクランプしその後クランプ４つの内の一つクランプ開放忘れた。
業務手順の確認
ＣＴ撮影の造影を開始した所，エクステンションチューブが注射の勢いではずれ、造影剤が外にも 前の患者に行った注入圧の設定を変えず、そのまま注射を実施したため
れてしまった。インジェクターの注入圧の調整がしていなかった為、注射の接続が注入圧ではずれ
たため。
CT撮影時、IVHにインジェクターシリンジを接続して造影剤を注入したところ、三方活栓の向きが 当院でCT造影時に使う三方活栓付き延長チューブではなく、別の三方活栓であったため、操作ミ
違っており、ラインのゴム管が破損し造影剤が床にこぼれた。IVHに造影剤は流れておらず患者に スをしてしまった。また、看護師の確認もなかった。
影響はなかった。
CT室のレーザーイメージャーが故障したと、報告を受け修理のため担当を交代した。修理後、プリ 修理に30分以上かかったので、急いで袋に入れる時、3名中2名しか確認しなかった
ントアウトされた写真が1名ダブってプリントされていたが確認せずに、違う患者の袋に入れてし
まった。翌日、医師より指摘される。間違えて入れた袋の患者の写真は、プリントとされていなかっ
た
ＣＴ上、小脳出血が見られ、カプロシンが中止となった。注射指示表には「中止」との記載があり、 注射実施リストに「中止」と記載しておらず、そのリストのみで確認してしまった。申し送りで「中止」
申し送りも「中止」と送られていたが、注射実施リストには中止の記載がなかった。
と送られていたにもかかわらず、思い込みで実施してしまった。
CT造影の際手背の血管に入り難く、正中静脈に実施した 撮影時万歳の体位をとるため、漏れる 手背の血管が入り難かったこと 無理とわかっていながら、正中静脈の実施したこと 自分が出来
ことを心配していたが 半分入った時点で漏れに気がつき抜去する 上腕部にはアクリノール湿布 ない場合医師に依頼しなかったこと
をし、翌日には改善している事を確認した 造影検査は十分出来なかった
CT造影検査の際、事前に病棟から挿入されていた20Ｇのサーフロー針と点滴ラインのチューブの 挿入されていたサーフロー針と点滴ラインのチューブの接続を充分に締めなかった。
接続を確認し、造影剤の注射器のチューブをインタイリンクに接続し、点滴本体側を止めて、器械
で急速に注射した。後10cc程で注射し終わるところで、サーフロー針とチューブの接続部から造影
剤が外へ漏出した。造影はできた。
ＣＴ造影検査中、皮下に造影剤が漏れ検査中止
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ＣＶ５０００装着中の患者様。１９時２０分にアラーム音に気付き訪室した。モニター表示がでておら 当日昼間に医師と共に、回路交換していた。 接続部が緩かったのか？
ず加湿器と接続部がはずれていることに気付く。すぐに接続し、酸素飽和度７０％に落ちていたが
すぐに８０％台に回復した。
CVC挿入患者に１１時側管から抗生剤を注入し、ルート抜去する。１３時体位変換時患者の衣類 ＣＶＣのルートのプラネクターに抗生剤を注入するのに使用した接続コネクターが接続したままで
が濡れていることに気が付いた。ＣＶＣのルートのプラネクターに接続コネクターをつけっぱなしで あった。手元を見ず、手の感覚だけで抜去した。確認不足。業務に追われていて、慌てていた。
あり、そこから漏れていた。ＣＶＣ逆血なく、患者に異常なし。
CVC挿入患者が外出希望されルートをはずしヘパロック おこなった後活栓１個はずし忘れた為に 確認をせずにその場を離れた
逆血を起こした
ＣＶカテーテルの左右を間違って、輸液接続してしまった。
注射箋をきちんと確認していなかった。 早く交換しないといけないあせりがあった。
ＣＶカテーテルの自己抜去
体動激しく手が届いた。
ＣＶカテーテルの接続部のはずれ
ＣＶの留置期間の問題 チューブの製造問題
CVカテーテルより持続点滴中であった患者様の点滴を更新する際にベッドサイドにて一人で予定 ダブルチェックを十分に行っていなかったことが今回の原因と考える。準夜帯ではスタッフの人数
量・流量の計算を行った。（点滴の内容は５０％ブドウ糖液５００ml、メディジェクトK２０ml２A、強ミノ が少なく、また更新時にはリーダーは巡視中であり、ダブルチェックが出来ない原因の一つとおも
ファーゲンC２０ml２A、塩化Na１０％２０ml２A、アデラビン９号１A、ネオラミンマルチ１Vを２４時間 う。自分は間違っていないと思い込んでしまい、一度の計算でポンプを開始してしまったことにも要
かけての指示で）その後予定量・流量を設定し、クレンメを開き、開始ボタンを押し、退室する。リー 因があると考える。
ダーにダブルチェックを頼んだ。 翌日スタッフより、流量２６ｍｌでいくところを３０ｍｌで設定されて
おり、患者の点滴が４時間も早く終わってしまったことを聞く。
ＣＶカテーテルをガイド下に静注ポートに交換時、皮下のカテーテルを切断した際、血管内に迷入 創が小さい。一人で施行。簡単にできるという判断（慣れている）。照明の問題
してしまった
CVカテより高カロリー点滴を24時間で落とさなくてはならないのに8時（８時間）に終了してしまった 2時までは確認していたが8時まで流量確認しなかった。

改善策
クランプ４つ順序に従い確認しながら再度順を追ってみる。
検査前には毎回インジェクターの注入圧を確認すること
なるべくCT用の三方活栓を使用する。 やむを得ず別のものを使用する場合は間違いがないか
確認する。 看護師にも確認してもらう。
写真確認の上、プリントされていない患者の写真をプリントし病棟へ届けた。

注射実施リストの確認と並行しながら申し送りを聞き、指示・変更時は、その場で書きかえていくよ
うにする。
血管がわかり難い場合医師へ依頼する CT室は看護師が毎日交代するので報告体制･ルートを
明確にする
造影の際は、点滴ライン、サーフロー針と点滴ライン、造影剤のチューブなどの接続を充分に締め
ておく。
点滴速度、介助の方法等を確認徹底
マニュアル通りにチェックしていく。
しっかり手元を見て行う。抜去後示唆呼称確認を行う。はめたものは外すよう習慣づける。
確実にできたか確認を行なわなければならなかった
注射箋の確認強化 早めの行動で注射液量をチェック
効果的なグローブの使用
業者にチューブの点検依頼 ＣＶカテーテルの交換時期の検討
ダブルチェックを十分に行い、忙しい準夜帯ならば、ベッドサイドに行く前に計算してしまい、リー
ダーさんと確認を行う。またベッドサイドでも、フリーが再度確認を行い、ポンプを開始する前に、出
来るだけリーダーにチェックしてもらうように声掛けをしていく。

充分な準備のもと施行

各時間帯にDIVの流量確認を怠らない 24時間で落とすものはポンプ使用し確実に落とすように
する。
ＣＶカテより点滴施行中であり、0時に本体を更新時、他の患者の点滴（フルカリック2号、エレメン 両患者ともＣＶカテより0時ー24時で本体の点滴を施行しており、0時更新であった。更新時他の夜 施行する前に再度確認が必要であった。両方の点滴がよく似ており自分の中で注意する意識をも
ミック注1Ａ、強ミノ1Ａ）と間違えて施行、当患者に施行予定の点滴（フルカリック3号）をその間違え 勤者が両患者の点滴を詰めて準備しており、当人が二つの点滴を台車に乗せて更新にまわっ
つべきであった。また二つの点滴を同じ台車に乗せて同時にまわるのではなく、一つずつ持って更
た患者に施行した。当日の深夜帯、日勤帯では間違いに気づかず、準夜帯で夜勤者が発見した。 た。どちらの点滴も遮光袋に入っておりわかりにくく、誤って両方の患者の点滴を取り間違え、確 新に行くなどの配慮が必要であった。
両患者に著変なし、Ｄｒ報告し、両患者とも指示の点滴に変更した。
認不足にて施行してしまった。
ＣＶチューブを自己抜去後に廊下を歩いている所を発見。本人に近寄るとパジャマが血液で汚染 痴呆状態を理解出来なかった。
行動制限をするべきであった。
されている。
CVの接続部が外れ，閉塞した．主治医に報告し，抜去してもらった．
体位変換時はその都度，ルートの絡まり，接続外れ，体の下敷きになっての閉塞がないか，正しく 体位変換時はルートの絡まり，接続外れ，体の下敷きになっての閉塞がないか，正しく滴下してい
滴下しているかについては確認していたが，接続部のロックがきちんと締まっているかまでの確認 るかについての確認に加えて，接続部のロックがきちんと締まっているかの確認もその都度する．
を怠った．また，前日はCVライン交換日であった．
CVラインのルート交換をしようとルートをプライミングしていた。側管からカテコラミンを含めた6種 注射を作った後、指示をもう一度確認することができていなかった。
注射を作る前、作る時、作った後の3回の確認ができていなかった。
類の点滴が投与中であった。その中にヘパリン10ml+生食10mlが1ml/Hというものがあったが、ヘ
パリン10ml+生食20mlで作り、1ml/Hで流していた。ルートを作成した時、Wチェックを行ったが気付
くことができず、ルート交換前に別の先輩看護師ともう一度Wチェックした時に気付いた。当直の麻
酔科医に報告し、そのままの組成で流量を1.5ml/Hに増やすよう指示を受けた。その後もうしばらく
プライミングし、交換した。
ＣＶライン挿入時使用した針が紛失した
・マニュアルを守っていない ・使用後の針はガーゼにつけておく
医師にマニュアルの説明
ＣＶルートより、ソリタＴ3時間８０mlの指示があった。看護師Ａはボトルに時間８０mlと記載するが、 Ｗチェックを基本に沿って行っていない。残量とボトルラインのずれに気が付いた時、ボトルライン Ｗチェックを基本に沿って確実に行う。残量とボトルラインのずれに気が付いた時点で、ボトルライ
ボトルラインは付けていなかった。Ｗチェックした、看護師Ｂが誤ってボトルラインを時間６０mlでメ をしっかりと確認せずに滴下速度を遅くした。
ンの確認を行う。
モリを付けた。看護師Ｂは時間８０mlで点滴落下速度を合わせるが、残量とボトルラインのずれに
気が付き、滴下速度を遅くした。深夜看護師Ｃに申し送る際に気が付き、発見となる。
ＣＶルート側管よりアレビアチン点滴を開始、直後滴下不良となった。フィルターの手前で結晶が出 アレビアチンについての知識不足。 注射処方箋にアレビアチンについての注意書きがあるが、 特殊な用法がある薬剤については分かりやすい表示をしておく。 周知しやすように、注射処置台
来ていた。ただちに善処し、ＣＶルートは閉塞しなかった。
見ていなかった（確認不足）。
に表示しておく。
ＣＶ刺入部がガーゼ保護の状態で入浴した。後でルート交換時に気づいた。感染防止のため、す ・オプサイト貼用からガーゼ保護に変更したことを看護師間で口頭の申し送りが無かった。 ・上記 ・患者の変更内容の申し送りと、カルテ記載を徹底する。 ・担当看護師は点滴ポンプを外したとき
ぐに刺入部を消毒しオプサイトを貼用した。
の内容をカルテに記載しなかった。 ・担当看護師は入浴前にＣＶ刺入部の状態を確認しなかっ や入浴前は刺入部の状態確認を確実に行う。 ・患者への説明パンフレットに注意事項を記載す
た。 ・患者にも入浴時に、ＣＶ刺入部の状態で感染に危険性があることを説明してなかった。
るとともに十分な説明をするようにした。
ＣＶ挿入中でＯＰ後であった。自力で体交していた。テープ負けをするので、デュラポアテープでＣ 患者が入眠中だったので、起こさないようにしてしっかり確認していなかった。
Ｖをとめていたが、朝見ると１ｃｍマーキングがずれていた。
CXDIに他人の名前を入力し撮影、訂正して再出力
確認の不充分
DAのOPE後、シャンﾃﾞリアでＣＡを投与中、日中確認時はライン外れはなく日中ＤOＡ変更もＰＴの 接続確認技術の未熟
Ｖ/Ｓに変動はなかった。夜勤者への申し送り中ベッド周りの環境整備を行った。ライン類を直し、
次の勤務者へ変わった後、DOAラインがゆるみ外れていたと報告される。患者のV/Sに変動はな
かった。
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テープの固定を変えた。
確認作業を怠らないように。
教育

2340

2341
2342

2343
2344
2345

2346

2347
2348
2349
2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358
2359

2360

2361

具体的内容
ＤＨＥＡＳの検査結果評価の際、Ｆ５キーにて単位および正常値参照したところ、間違った記載がさ 不適切な管理
れ、正しい記載はスクロールしなければわからないようになっていた。 その結果、患者の状態評
価を正しくできなかった。 検査値の正しい評価をし、それにもとづいて今後の診療方針を考えた。

背景・要因

ＤＩＣ検査で医師からの指示は、収縮剤投与後、１５分、３０分、４５分に撮影するようになっていた 通常のＤＩＣ検査での撮影は３０分後となっており、指示を受けた看護師と放射線技師との連携が
が、最初に患者が撮影に来たのは３０分後であった。
不十分であったため。
ＤＩＶ（５００Ｍｌ）２本の指示あり？番？番の順番で施行するが、？番に点滴セットがセットされてい ？番に点滴セットがついていたため、？番と思いこんでしまうので、セットするときも伝票を確認す
たので 先にしてしまう。医師に確認するもどちらが先でも良いとのことでしたが、チームワークで る必要 がある。
仕事をしているので事故防止にならないように注意する。
ＤＩＶ１５００ｍｌの点滴を１０時に開始して１４：００には終了してしまった。管理していた受け持ち看 手間接付近に血管確保されており、滴下速度に変化があった。また、側管にＰＰＦがあり、滴下が
護師は、食事に入っており抗生剤からＰＰＦに他の看護師が接続をした。食事後確認の為訪室す 早めに設定されていた。
ると終了していた。
DIV3本の指示があり、3本目はアミノフリード、準夜帯の看護師に申し送る。3本目追加時、開通し 家族がいたのでその場で開通せず、そのままDIV続行してしまった。
忘れていたようであり、準夜帯の看護師より指摘を受ける。
ＤＩＶの時間ふりを３本ペースものを２本ペースに時間ふりをし ＤＩＶの交換時に交換する看護師が 朝のＤＩＶを詰める際にボトルに記名をまちがった
まちがいに気づき時間ふりＤＩＶの点下スピードが遅かったことに気づく
DIVの生食(100)・ナゼア(0.3)1Aを30分で滴下の指示にてポンプで実施。流量(180)・予定量(90)の ポンプ設定時、誤りに気づかず、ダブルチェックしたにも関わらず開始してしまった。
予定であったが、反対に流量(90)・予定量(180)と設定間違えてしまい、ダブルチェックしたも気づ
かず開始してしまう。15分程して患者よりDIVが落ちるのが遅いと指摘受け、反対になっていたの
に気づく。患者に謝罪し正確にポンプを設置し、確実にダブルチェックした。総リーダー、師長報告
する。
ＤＩＶを自己抜去し、ベッド柵を外してベッドから降り、廊下で立位がとれない患者を発見。 当直医 入院当日であり消灯前から落ち着きなく、眠れそうにないことから眠剤を内服したところであった。
の診察で緊急Ｘ－Ｐで右大腿骨頚部骨折。
ＤＩＶ治療中、輸液ボトルから点滴ルートを抜いてしまう。「どうしたの」と問うと、『起き上がろうとし 前日はＤＩＶ施行中も良眠していたため自己抜去の危険性は低いと思っていた。観察が不十分
た』との事。介助にてトイレで排尿する。
だった。
ＤＩＶ自己抜去したため、準備のため訪室すると、肛門から留置のイレウス管を、バルンが膨らんだ 患者の理解力が乏しく、処置・手術に対して十分に理解が得られなかった。
まま自己抜去。
ＤＩＶ漏れ後処置として温シップを施行。その部位に水疱が形成され、下肢に腫張、発赤を生じた。 ＤＩＶ漏れ後患者皮膚状況に応じた処置判断の問題。
ＤＭ、ＣＨＦで入院中の患者様。朝食前にグリミクロンを内服している患者に7：00他患者の車椅子 業務手順の不備
への乗車、配茶、配膳などの業務に追われている状況であった。9：00頃夜勤リーダーに食前薬を
内服したか確認され投与し忘れている事に気付いた。夜勤リーダーの指示にてＢＳチェック及び患
者の状態観察し（ＢＳ 214ｍｇ/ｄｌ）日勤リーダーへ報告した。日勤リーダーにより主治医へ報告。
昼食前に内服するという指示がでた。
ＤＭ、ＨＴ、ラクナ脳梗塞の既往があり他院で内服治療中の８６歳の女性。大腿骨頸部骨折にて入 １．処方箋に記載された開始日が間違っていた。 ２．複数のＮｓを経て依頼がされている。 ３．薬
院。ＯＰのためバイアスピリン中止中。９/１９で降圧剤がなくなる。○/１８、連休に入るため薬係は 袋が定位置（薬棚）になかった。 ４．薬の確認時（開始時期などの確認）、カルテではなく処方箋
回診係りにＤｒに処方してもらうよう頼んだ。処方された○/１８の処方箋には○月１８日寝前より開 で行っている。 ５．転室の把握不足 ６．各係りの連携不足 ７．ヒヤリ・ハット後の対応が不十分
始と記入されていた。○月１８日 １８：３０ころ遅出勤務者が薬が上がっているのに気づき開始日
を確認すると当日からのため今までの処方箋を確認しようとファイルを探したが、他院からの薬の
ため処方箋はなかった。薬の棚を見るとA号がわの棚に（当日A号⇒B号に転室）中止のバイアス
ピリンのみあった。新しく出た薬だと思い、時間的に明日の分をセットする前に夕の薬を早く配って
おこうと思い内服させた。その後、翌日分をセットするために薬札を出そうとカルテのポケットを探
すがない。再度薬札を探すためカルテを持ち上げると下に薬袋がありまだ残があったため重複し
たかも・・と思い準夜勤務者に配薬の確認をしたところ重複したことがわかった。
ＤＭあり、ＤＸ３検の患者。朝は固定インスリンとスケールのインスリンがあったが、スケールのみ 多忙であわてており確認がしっかり出来なかった。
施行し固定を打ち忘れた。９時半頃他のスタッフが打ち忘れに気付く。絶食中だったためミスに気
付いた時点で固定のインスリンを皮下注した。
DMコントロールにて入院中の患者さん。頻尿にて泌尿器科外来を受診しており、軽度の前立腺肥 処方箋の確認が不十分であり、朝の１度だけしか確認していなかった。
大とDMによる神経因性膀胱の可能性もあり、フリバス錠、セルニルトンを内服していた。薬はお薬
カレンダーにて本人管理になっており、カレンダー内の薬がなくなると、投薬係が残数をセットして
いた。この日投薬係にて、朝のうちに、その日で薬がなくなる人を、処方箋を見て確認していたが、
見落としてしまい、その日から発見される６日間、泌尿器科から処方された薬のみ内服していな
かった。６日後、投薬係が気付き、発見となる。
ＤＭコントロールのため、○月２６日朝よりスライディングスケールが変更になっていた患者に対 スケールの２５１ー３５０＝１２Ｕを２０１ー３５０ １２Ｕと見間違えていたこと。 薬に関しては看護
し、表示された分量より多い量のインシュリンを注射してしまった。 Ｄｒオーダー １５０ー２５０＝６ 師２名でダブルチェックすべきところ、昼食の慌しい時間帯で自分一人の確認で終わらせたこと。
Ｕ ２５１ー３５０＝１２Ｕ ３５１ー４５０＝１８Ｕ ４５１以上＝２４Ｕ １２月２６日昼の血糖値２４８で６
Ｕ打たなければいけないところを１２Ｕ打ってしまった。
DMで夕食前グルコバイ内服中で、眠前インシュリンをうっている患者。本日夕よりインシュリン中 患者に薬を渡す時の説明不足だった。
止となり変わりの内服薬が追加で開始となる、患者に眠前インシュリンの代わりにでた内服である
事を伝え、渡した。しかし患者は勘違いしており、グルコバイの変わりに出た薬だと思い夕前のグ
ルコバイを飲んでいなかった。
DMにて、定期インシュリン施行、院内スライディング併用中の患者。昼食前DT142であった。定期 この時間帯に、患者の検査への移送などがあり、インシュリンをしなければならない事を忘れてい
インシュリン（イノレットR、8-6-4）で施行。定期インシュリンを昼食30分前に施行しなければならな た。 同じチームのメンバーにも伝えていなかった。
かったが、その時間帯に患者さんの検査への移送等があり、インシュリンをしなければいけない事
を忘れていた。食事を配膳し終わってから、インシュリンを打っていない事に気付く。患者さんは昼
食を9割程摂取していた。Dr、へ報告。食後、定期分のインシュリンを打つ事の指示あり。食後イノ
レットR6単位皮下注施行する。その後、低血糖症状はなかった。
ＤＭのある整形外科の患者。ワークシートに14時血糖チェックと組まれていたが、食後2時間値測 血糖をカウンターで測定する患者と、部屋で測定する患者との対象者がはっきりしていなかった。
定であると思い、食後2時間をカウンターで測る人の表に患者名があるものと思い込み測定しな 食後2時間値のＢＳチェックが転床前では14時でよかったが、転床後本病棟では14時では早いと
かった。夕方の値を表に記入しようとしたところ記載がなくて発見した。患者への影響なし。
気づいたが、Ｄｒに時間確認ができていなかった。
ＤＭの患者であり血糖測定2検あり。夕の血糖測定を行い、血糖２０９mg/dlであり、スケールに
デキストロ測定を行ってからWチェックしたが思い込みがあって施行しなかったと考えられる。
沿ってＨＵＲ2単位皮下注必要であったが確認ミスで施行していなかった。
ＤＭの既往のある患者の血糖測定をし、インスリンを指示通り注射しようとした。指示シートには、 確認不足 判断が間違っていた。
前日までペンフィル３０Ｒが終わったらイノレット３０Ｒを注射するようにと指示があった。前日までペ
ンフィル３０Ｒを使用していたことを思い出し、ペンフィル３０Ｒが残っていたのでペンフィルを注射し
た。しかし指示は本日からイノレットに変更されていた。
糖尿病の既往のある眼科の患者が退院するため冷蔵庫を確認したところ針とインシュリンの袋が 薬剤の保管
あったため受持ちにわたした。後日その患者が低血糖をおこし来院、インシュリンが別の患者のも
のとわかる
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改善策
最悪の場合悪性腫瘍をみのがす可能性あり。 コンピュータレファレンスの抜本的再チェック必
要。
マニュアル以外の指示については、特に十分に確認し合うこととした。
今後は患者名と点滴内容を明記したものを確認したら、補液に貼るようにした。
点滴交換時にはその都度滴下をチェックし確認する必要がある。粘調度の高い薬剤を使用後は
滴下の確認を再々行なう。
自分で確認を徹底する。
ＤＩＶを詰める際 指示書との確認を行い 詰め終わってからもう一度確認するようにする
流量・予定量を記載し、声に出して確実に確認したあとポンプ開始する。

入院直後の患者に対応する際、患者の全体像（入院前の生活・性格・環境変化の適応力）を把握
するためにはどのようにしたらよいか、検討していく。
たとえ、自己抜去の可能性が低くても観察は十分に行なう。
患者の病状・精神症状を考え、どの時点で自己抜去する可能性があるとアセスメントする。
滴下不良時の対処方法の検討。 温シップ施行後の観察の徹底。
業務内容の徹底

１．電子カルテの指示・入力方法の徹底 ２．注射・薬に関する指示受けは、必ずリーダーを通して
行う。 ３．指示についての確認は、カルテにて行う。 ４．確認・依頼は、薬袋ではなく連絡簿にて
行う。 ５．転室・転棟は、速やかにホワイトボードに記入し、各勤務者は出勤時まずボードで転室
の把握を行う。 ６．発覚後の対応のまずさについては、危機意識を高めるために別紙の行動振り
返りメモを記入する。 ７．漠然と処方依頼をするのではなく、その薬の効果・必要性・残数などを
確認し、必要な情報を添えて依頼する。 ８．処方箋の開始日を明確にする。(医師、看護師）

慌てず、落ち着いて確認を行う。
・処方箋の確認は朝と業務終了時ににもう一度確認する。 ・残薬の箱の中をチェックし、日にちの
漏れがないかを確 認する。

予薬準備時間を調整し、必ずダブルチェックを行う。 看護スタッフでチェックできない時はＣＷと一
緒にチェックを行うよう話あった。
患者に薬を渡す時は患者がキチンと理解できているか確認しながら、説明するべきだった。

自分の情報用紙の板に、時間、インシュリンの単位など記載し、それが分かるように赤ペンなどで
記載しておく。 インシュリンの施行する時間帯に自分がいない時は、必ず同じチームのメンバー
に申し送りをするようにし、協力を得ていく。報告の重要性をもう一度考える。

対象者をはっきりとさせた。
デキストロ測定後スケールを必ず見て、確認しWチェックを徹底して行う。
指示内容が分かりにくい場合は確認する。

確認の徹底
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具体的内容
背景・要因
糖尿病の既往のある眼科の患者が退院するため冷蔵庫を確認したところ針とインシュリンの袋が 薬剤の保管
あったため受持ちにわたした。後日その患者が低血糖をおこし来院、インシュリンが別の患者のも
のとわかる
ＤＭの精査・食事療法・運動療法の目的の患児である。小児の場合午前・午後におやつを提供し 病棟看護師の情報の共有が出来ていなかった。 栄養部の中もきちんと情報を共有すること。
ている。 栄養部にもおやつ無しと連絡しておいたが、午前中既に与えてしまっていた。担当看護
師は申し送りを受けていたが、他の看護師はその情報は知らなく配ってしまった。
ＤＭ患者での薬の配り忘れ
繰り返しの内服指導でも内服、用法の理解なく看護師管理。７５歳。

改善策
確認の徹底
栄養部に再度電話連絡して、パソコンにも「おやつ」禁止と入力した。 おやつの時間には、来てい
ないだろうと思うだけではなく、確認するため勤務者に情報の伝達をする。
投薬のダブルチェック体制。患者さまの投薬忘れは外来でもある場合、主治医に連絡し家族への
説明を、なるべく投薬を統一化。（食前でも食後でもよい場合など）
１項目毎に注意をして指示を受けるようにする。 １日血糖には問題ないとのことで医師の了解を
得て、患者にも説明して納得頂いた。

ＤＭ患者の医師の指示でＢＳチェックがあったので、日付を確認せず準備をしてしまう。準夜勤者 ＤＭではルーチン的にＢＳチェックが行うので、日付の確認がおろそかになった。
はインシュリンを注射した後で翌々日からで翌日には、１日血糖の検査が予定になっていた。主治
医に報告した
ＤOTSを解除し自己管理に移行中の患者であった。薬が増えたけど足りないと言われ、カルテと現 ○/16からPZAが増量になり、INHは翌月○/5からの増量であったが患者の表に記入するときに 指示欄を確認し、間違いの無いように記入する。
物と確認するが間違いはなかった。患者の手元にある服薬表に増量になることが記入されていた 両者を違えて記入してしまった。（転記間違い） 指示欄の確認の不足
が、日付が間違っており、患者は間違った表を見て事前に準備し、看護師が確認をしていたもの
に1錠追加し服薬された。
Dr.から点滴の指示箋をもらい、点滴の準備を行う。指示箋を確認したとき、投与量でなく、薬品名 指示箋を見るところを間違えているのに、合っていると思い込んでいた。 指示箋をきちんと確認し 指示箋をきちんと確認する。 他の看護師に量を確認後に準備する。 薬剤の知識をつける。
の方を見て確認し、指示のソルデム１の中に、サクシゾンを4ccのところ、6cc、ネオフィリンを2ccの ていなかった。 薬剤の知識不足。 点滴が初めてで、緊張していた。
ところ10cc入れてしまう。準備中に他の看護師に量の間違いはないか声をかけられるが、薬品名
の方を見て答えてしまう。 準備が終わり、患者のところ行き、投与の準備をしていた時、他の看護
師と確認して、ネオフィリン、サクシゾンの量を言った時に、一緒に確認した看護師が気づいた。
医師より口頭指示にて皮下注射指示あり。部屋看護師が午前中に定期注射にて同様薬品皮下注 医師のミス 看護師の確認ミス
射施行していたが、医師、口頭指示にて用意出来次第施行指示あって為、部屋看護師確認せず
用意した。その後部屋看護師に報告、重複していたことが発覚。
医師により、処置を施行してもらった
他のフロアーの患者で、患者の状況が分からないまま移乗をおこなってしまった。
医師に上申ＢＳ測定
他の時間で行なう検査があり、気持ちが焦っていたスケール表を必ず確認を行なう様に習慣とす
る。
Ｄｒに報告、観察
下肢でテーブルを押すなどの行為が見られたがホールでレクレーションを行っていてスタッフが持
ち場を離れた間におこった。観察が十分に行えていなかった。
医師の指示にて、ニトロール５０ｍｇを２ｍｌ／ｈで、シリンジポンプにて静注する予定が、シリンジポ 心臓カテーテル検査が行われ、治療（ＰＴＣＡ、ステント留置）が行われた患者が、検査後ニトロー
ンプからシリンジがずれてセットされていた。患者には指示通りニトロールが静注されていた。
ルを静注（２ｍｌ／ｈ）する指示がだされた。シリンジへセットする際ダブルチェックは行ったのだが、
実際にシリンジポンプへのセットはダブルチェックを行わずに開始した。

口頭指示の場合は受け持ち看護師やリーダーに報告してから実施する。
患者の状態を確認してから、必ず二人で移乗は行なう様に
業務に追われていても、あせらずケアをするようにする。

体動の激しい患者様を車椅子で観察する時はスタッフの観察のもとで行う。そばを離れる時は自
室にもどってもらうなどのスタッフ間の情報交換などコミュニケーションを徹底していく。
ダブルチェックをしている際、他の患者の急変によりシリンジポンプへのセットまでダブルチェック
は行わなかった。以前にもシリンジポンプを誤作動させたことがあるため、シリンジポンプの扱いに
は十分気をつけていたのだが、きちんとはまらずに開始されてしまったため、セットした時点で他ス
タッフに依頼してチェックをしてもらうべきであった。
医師の指示受け箱の中に指示を聞くための処方が入っていたが処方されないまま３日間入ってい 箱内にある処方を医師が記入しほとんどがセンターテーブルに置くようになっているので箱の中ま リーダー内服処方処理後の確認を確実にする。
た。
で確認しなかった。以前も同様の事例がありリーダー帳で処方と薬局から上がってきたことを確認
するようマニュアル化したがその確認を怠った。
医師よりボルタレン（２５）２Ｔ ２×ＭＡ の処方受ける。 調剤済み病棟へ上がってきたものは ボ ・薬局、Ｎｓの思い込み、何人かのスタッフが関わったが気付かなかった ・内服薬と外用薬の処 ・確認時、声に出して確認する ・処方箋記入時、内服薬と外用薬は別に記入してもらう。
ルタレンＳｐ２５ｍｇであったが、病棟Ｎｓも気付かず挿肛してしまう。 翌朝、低血糖症状有り、主治 方が一緒にあった
医報告時、外来処方で患者さん持ちのボルタレン錠があったので聞くと、昨日処方している、と言
われ、確認し、調剤ミスに気付く。 同処方箋に、屯用で使用したインダシンＳｐの記入があった。
医師よりワーファリン2.5ｍｇに増量の指示あり、薬局へ降ろしたところワーファリンがついてないこ
とに気付き病棟内調査したが 発見できなかったため医師へ報告したこと。
医師より口頭指示を受け復唱しノボリンを１２時をダブルチェックで点滴加注した その後点滴指
示をカルテで確認 ８時であったのに気付く
Dr報告し、そのまま様子観察するように指示あり
ＤＳＡ実施。尿カテーテル挿入し、朝まで安静予定であったが、３：２５カテーテル抜去、創部固定
テープも除去して起立していた。
ＤＳＡ予定であった。検査前の感染症検査結果が見当たらず、検査を出したところ、検査が重複し
ていることに医師が気づいた。
ＤＴＡで一包化された薬の中に、ＰＴＰ包装の銀紙が混入していた。 機械も銀紙を一錠と認識し、
薬も一錠不足していた。 患者が内服しようとした際に異物の混入と薬が不足している事にきづき
発覚した。
ＤＶＴ予防のための弾性ストッキング装着「術中」の指示（表）があった。指示票は温度板にファイ
ルされていた。手術患者入室時の申し受け（送り）の際に、指示表による病棟看護師からの伝達
があるが、なければこちらから指示の有無の確認をするが、指示の有無の確認を忘れ（病棟看護
師からの伝達はなかった）執刀開始後に指示があるのでは、と思い指示表を探したところ、指示に
気づいたため指示である「術中」弾性ストッキング装着を実施できなかった。（医師、外回り看護師
も気づかず）気づいた時点で医師に報告し、術直後に実施することで承諾を得て行った。「術中」
の指示の場合、麻酔後術野消毒までの間に行っているのがほとんどである。
DX3検（固定・スケールあり）患者にDXチェックをせずに、昼食摂取させてしまう

二人の看護師がかかわっていたため最初に受けて看護師が確認していると思い込み内服薬と処 やりかけの作業をやむを得ず中断することがある場合には（途中です。さわらないでのカード）を
方箋を確認しなかったこと。
作成し、指示受け処方等の整理の時に活用することとする。
違うノボリンに関する話をしていた為思い込んでしまった
思い込みをしない カルテをきっちり見る
痴呆があり、左上肢の動きが活発な為、チューブの接続部分をはずしたと思われる
入院時より落ち着かない様子が見られ、頻回に訪室し、病室も考慮していた。
入院時の「脳神経外科セット」に感染症が組み込まれていないものと思い込んだ。
機械に薬を補充する際に、一度トレーに出さずに直接補充したため。

経管栄養注入時は患者の左上肢がチューブに届かないように十分気をつける頻回の訪室を心が
ける
尿カテーテルによる不快も考えられるので、早目に抜去する。声かけをして精神状態を察知し、対
応していく。
検査項目の確認、検査室への確認等、多岐にわたって確認したうえで実施する。特に、重複検査
にならないか意識する。
薬を補充する際は、必ず一度トレーに出してから補充する。

手術患者入室時、病棟看護師に「指示はないか」と確認を取らなかった。（頭に浮かばなかった。 術式、麻酔にあわせＤＶＴ予防策を準備しておく。整形外科は必ずＤＶＴ予防指示を出しているの
ＤＶＴ予防策への認識が甘かった。）手術準備の際、指示を予測して予めストッキングを準備して で、申し送り（受け）時に病棟看護師に確認するか、指示表を確認する。
いなかった。（忘れた。頭に浮かばず。）

・今までもDXチェックしていたが、ケアプランへの記載なし。 チーム内での共通理解がなかった・ ・ケアプランへの記載・患者への再確認
固定もうっているが、患者の認識もうすかった
血糖９５mg/dlであった。スケールは血糖１００mg/dl以下は医師に連絡する指示であったが、通常 他のチームの患者であり情報が十分に収集できていなかった。 カルテなどで確認をせず、思い 担当となった患者の情報収集を確実に行う。 カルテで確認することを省かない。 血糖測定後の
スケールと思い込んでおり、医師への報告を怠った。患者の次の血糖値は１８６ｍｇ/ｄｌであり、特 込みがあった。
処置決定の際にはダブルチェックを行ってから処置を行う。
に影響は認められなかった。
血糖チェックの再検を忘れた。
他の仕事に集中するあまり再検することを忘れた。血糖チェックの再検がなぜ必要なのかを考え タイマーなどを利用して忘れないように工夫する。
て仕事すべきだった。
ＤＸチェック中止の指示が○／１６に出ていたのに指示受けできておらず続行していた。（ＳＳの指 ケアレスミス
Ａ番だけでなく深夜の看護師もその日でた指示を確認する。
示もあったが安定していた事によりインスリンは施行されていなかった。）○／１８医師より指摘を
受ける。
ＤＸの値でスケール対応だったが、以前のスケールと内容が変更したのを知らず、以前のスケー 確認を行わなかった。 思い込みがあった。
指示書を確認する手順を省かない。 血糖測定後は血糖値の確認を2人以上で行いスケール対
ルで対応してしまい本来行うはずだったヒューマリンを打つのを忘れてしまった。
応の有無を確認する。
DXを測りわすれてしまった
看護学生がついており、食前に患者の所へいかなかった。内服薬も他のスタッフが配ってくれてい 医師に報告し指示を受けた
た
血糖測定の指示書が2枚あり、変更後の指示書はカルテポケットに、変更前の指示書はいつもど 血糖測定指示書が2枚あった。
指示書はいつも所定の場所に置く。2枚の指示書をホッチキスで止めいっしょにした
うりの場所にあった。前日に変更になっていたが、前日の変更後も以前の指示で行われていた。
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2401
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2407
2408

2409

2410

2411
2412
2413

具体的内容
血糖値が１５８mg/dlで、指示は１５０mg/dl以上でノボラピットを皮下注射であったが、スケール値
の確認不足で見落としてしまい無投薬に至った。
ECUM目的で来られていた患者様がトイレのため一時離脱した。再開始の際、透析工程になった
ままで5分ほど経過した。ダブルチェックにてECUM工程に戻すことができた。
ＥＤチューブに自己抜去
ＥＤ挿入中の患者であり自己抜去の危険あるため両手にミトンをはめていた １時巡回時は両手
ともミトンははまっており問題なかった ３時訪室すると右手のミトンはずれており ＥＤチューブが
全部抜けていた 出血なし 肺雑音みられず ＳＰＯ２ ９５％
ＥＩＳより１６時頃帰室する。３０分後、患者より「血が出た」と、コールあり。ベッドと床に血液汚染が
１０ｃｍかけ１０ｃｍ程度あり。ルート内に血液が逆流している。よく見ると、側管のルートがはず
れ、ゴム管以外のところから血液が漏れている。本来、ゴム管に刺すルートを医師がチューブに刺
していた。
EMR後全粥食を食べているはずが、伝票の記載ミスにより予定よりも早く常食を食べていた。腹部
症状の訴えは聞かれず。
EMR終了後に内服の止血剤を、他の看護師が投与してくれたと思いこみ、無投薬してしまった。

背景・要因
指示のスケール値の確認が不足していた。200mg/dl以上で皮下注射するという思い込みがあっ
た。
透析器機の透析ランプが点灯していることを確認しただけで、多忙な時間帯でもあり透析工程ま
では確認できなかった。
危険予知の不足
ミトンがしっかりはまっているか確認不足

改善策
指示書の隅々までよく読み、理解すること。何度も確認し、思い込みを防ぐ。指示を声に出して確
認する。
透析工程の再確認とダブルチェックの重要性を再確認できた。

ＥＳＤ施行され22：10病室帰室。帰室時、帰室後30分患者の様子を観察しに訪室していた。22：50
妻・同室者よりナースコールあり、訪室すると、患者がベッド横の妻が用意されていた布団の上に
座り込んでいる。さらに見ると、点滴ラインの接続がはずれており、逆血して布団に血液汚染がみ
られた。本人はトイレ・・・と繰り返すだけで、こちらの声かけにはわからない・・・と言うばかりであっ
た。
ＥＳＴ、ＥＲＣＰ中ＳＰＯ2低下にて酸素１０Ｌカヌラ施行していた。終了時酸素５Ｌカヌラ。ＳＰＯ2９９％
帰室するまでの移動中酸素不要とのことで病室まで向かうが口唇チアノーゼあり、ＳＰＯ2８４％に
低下。呼吸苦の訴えなかったが浅い速い呼吸であった。
ESTのため点滴確保の指示がでた。１患者１ﾄﾚｲで準備したが、処置後、血管確保出来たことで安
心し、ついﾍﾞｯﾄに置いてしまった。検査台に移動時に外来看護師が、ｻｰﾌﾛ内針を発見した。
ESWLの後の、点滴終了時のラシックス１/4 A 側注するところを、１A 側注してしまった。

ＥＳＤ中、ミタゾラムやソセゴン使用しており、セデ-ションが効いており覚醒状況・意識状態が明瞭 看護師もう1人呼び、介助でベッドへもどってもらった。バイタル測定、興奮状態のためＢｐ
でなかったため。
174/73mmHgと高かったが、それ以外では打撲等もなさそうであった。主治医に診察してもらい、
様子観察となる。以降も数分寝てはトイレ・・・と興奮状態続くため、また同室者も眠れなくなってい
るため、ベッドごとＮｓステーション前のダイニングルームにて過ごしてもらうよう妻の了解も得て移
動した。
患者情報の伝達不足。
酸素など必要な物があれば迎えに来てもらう時に伝達する。

効果的な固定方法の強化
巡回ごとにミトンがしっかりはまっているか確認 頻回の訪室

側管ルートの連結部の選択ミス。固定テープも一周まわさず片方のみで輸液で濡れ粘着力もな 側管のルートは、必要時三方括栓を使用する。 患者の申し送りを内視鏡室から受けた時は、
かった。 帰室時にルートの確認をしていなかった。 内視鏡の看護師が、医師よりどこからルーと ルート類の確認も行う。
するのか尋ねられた時、煩雑だったので見ないで、「そこに入れて下さい」と言った。

確認不足。 給食科で、クリニカルパスを熟知していない。 患者にパスを理解してもらっていな
確認の徹底。 関係部署でのクリニカルパスの熟知と確認。 患者指導をし、協力を得る。
い。
EMR終了したのが、夜勤帯で内服させる担当が明確になっていない。 クリニカルパスを使用して 申し送りを確実にする。 クリニカルパスにチェックボックスをいれる。
いるが、チェックボックスがない。
ＥＮＢＤ術施行前オーダーで、抗生剤Ａ：セファメジンキット の指示を確認したが、Ｂ：セフメタゾン
医師オーダー箋と記載伝票、現品との照合及び２名による ダブル照合のルールを怠った。
ルールの徹底再教育。
キットを転記し薬局へ 発注した。 薬局からＢが出庫されてきた時点で、再度オーダー箋と現品を
照合した（つもり）が思い込みでそのまま施行した。 施行後、医師により発見された。 患者への
影響は無し。
ENBD挿入中で家人の希望で抑制し何度か訪室していたが、入院・点滴・手術迎えがかさなり落ち 業務、労働体制上の問題点
家族と主治医と相談し看護師の目が届きやすい場所に移動した
着いたころ訪室するとチューブを抜きベッドの横に立っていた
ENT後初めての処方で入院中にエピレナートが８Ｔ分４ から６Ｔ分３に変更されていたにもかかわ 原因は２ヶ月間入院されていたにもかかわらず退院処方の脳外分の記載が外来カルテになかっ 退院処方の記載コピーを必ず外来カルテに貼るようきをつける
らず入院前の処方をdoで処方していた。
たためである。 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
ＥＲＢＤ検査後の採血を忘れ他の看護師に指摘され気が付く。
検査マニュアルの不十分な把握。新人看護師がひとり立ちした時期であり、他の看護師の注意や 新人看護師に対しては、不慣れな検査、処置については必ず他の看護師に確認をしてもらうか
支援が薄れている。
リーダーナースに報告しながら検査等の指示受けや介助をすることなどの指導を行った。
ＥＲＣＰ、ＥＮＢＤ挿入していたので消燈後は頻回に訪室していたがＥＮＢＣを自己抜去し入眠して 処置後の観察方法確認
訪室時はその都度チューブのチェックし、患者にも意識付けていく。
いるのを発見した。
ERCPが○/17に予定されていたが、めまい出現のため一旦中止となる。 当日は予定の点滴を中 ・検査マニュアルはある⇒理解はしているが一日毎の表示のためうっかり翌日分の中止指示を忘 １）電子カルテシステムの変更を検討･･･マーク（検査に附随しているという印）を付ければ確認す
止したが、翌日のオーダーの実施が中止されておらず実施した。 ○/18（水）外科回診時、回診D れた。 ・翌日点滴を施行する看護師も注射の内容（FOY)に疑問を持って電子カルテを開き検査 るとき解かりやすい。画面にマニュアルがでれば確認しやすい。検査に関して、同一画面にでれば
ｒが前日中止になったはずの検査に関する点滴が実施されているので、おかしいと思い看護師に データ －を確認したが、中止になった検査に関連した注射だと気づかなかった。 ・電子カルテに 中止をかける時など間違いにくい。 ２）チェックリスト・マニュアルを利用して確認すればミスが少
確認。点滴オーダーが中止になっておらず、そのまま実施したことが判明した。
なり、1日毎の表示のため関連をもって見る事が､難しい。 ・検査に不随する指示なのか治療目 なくなるのではないか. ３）検査が中止になった時どうすかのマニュアルがあれば確認しやすい.
的の指示なのか解かり難い。 ・おかしい、不信に思っていても医師に聞くなど出来ていない（行動 ４）医師は指示変更の伝票を看護師に渡すとき内容や理由を言葉でも伝える。（コミュニケーション
に移せていない） ・電子カルテになり医師が指示をするため認識が薄れている。（今までは、看護 を充分にはかる） ５）検査が中止になった時どうするかのマニュアルがあれば確認しやすい。中
師が、検査指示がオーダーされたら注射箋、処方箋、照射録、食事箋など すべて記載していた 止もセット化出来ないか。 ６）検査中止のときの手順など実際に施行してもらって評価する。院内
ので認識されていた） ・指示をする時は、マニュアルをみて確認するが、中止をかける時は、マ 統一した手順で行う。(マニュアルの確認） ７）危機意識を高める為、リスクマネジメント委員会の
ニュアルを見ていない。 ・指示が同一画面にて一覧できない（日付が変われば画面が変わる）
分析・対策に参加してもらう。その対策などを自分なりに分析してもらい部署での話し合いに反映
させる。 補足 管理者は、スタッフの危機意識を高めるためにどのような工夫をすればよいか。
電子カルテになり指示の見落としを防ぐ為にはどうすればよいか
ＥＲＣＰのため、病棟より個人処方のブスコパン２Ａを持参して搬送された。担当医が薬品を準備す ・緑内障はブスコパン禁忌であることの知識が不足していた。 ・前回処方されていることで、疑問 ・検査で通常使用される薬剤の禁忌について明示し、教育していく。 ・研修医の教育と共に指導
る際、患者は緑内障があるのにブスコパンが処方されていたことに気がついた。薬剤をグルカゴン に思わなかった。
→ 指導医の処方は間違いがない、疑問に思っても言えないような風土 医のあり方についても検討していく。 ・オーダー画面の工夫を、電子カルテ導入にむけて提案し
に変更して検査を予定通りに実施し、患者の状態に影響を及ぼすことはなかった。ブスコパンを処 がある（？） ・検査オーダーと使用する薬剤の処方オーダーは別画面であるため、整合性を確認 ていく。
方したのは、一緒に担当している１年目の研修医であった。１年目の研修医は、患者に緑内障の しながらオーダーできない。 ・検査室への連絡表に緑内障をチェックすることになっているが、何
既往があることは知っていたが、前回、この患者にＥＲＣＰを実施した時もブスコパンの処方がされ もチェックされていなかった。 → 禁忌薬への意識が低い、知識不足
ていたため、同じように処方した。前回の検査時に、ブスコパンを使用したかどうかは確認していな
かった。
ＥＲＣＰ検査時入れ歯をはずすのを忘れた。
多忙であった。
ＥＲＣＰ時パスを確認する。忘れそうな事は紙に書いて貼っておく。ＥＲＣＰ準備時１つ、１つ確認す
る。レントゲン室でも確認を。
ERCP後２本目の点滴時、誤って他の患者のERCP後の１本目の点滴を行っていた。
処方箋と薬品を確認し、偶然に点滴の内容が同じであった。確認不足。
ベッドサイドで必ずベッドネームで確認し、確認したことを示すサインを点滴ボトルに記すこと（以前
に手順作成）遵守していくことを徹底。
ERCP後の夕食を採血結果が出る前に配膳してしまった。主治医が採血結果を持ち患者のところ 延食・欠食を書き出す用紙を見ずに配膳してしまった。配膳した際、検査に使う点滴が側管に繋 延食・欠食を書き出す用紙を見る必要があった。検査をし延食であることの情報を他のチームにも
へ訪室した際に食事を全量摂取しているのを発見。様子みとなる。
がれているのを気付いたにも関わらず、無意識に配膳してしまった。他のことに気持ちが焦ってい 伝える必要があった。他のことに気持ちが焦っていると、延食である情報を忘れてしまうため、メモ
た。
をとっておくと良かった。
ERCP後ミタゾラム8ｍｇ使用にて鎮静かかっていた。同室者よりNSコールあり、訪室すると延長
検査で使用された薬剤が効きすぎていたため。
薬剤使用しているため、トイレ時はNSコールしてもらうよう説明する。頻回に訪室する。
チューブの接続が外れシーツ、床に血液汚染があった。本人は側臥位となりベッド上にいた。4点
柵としていたが柵がずれており、同室者より、トイレに行っていたとのこと。本人に確認するも、よう
わからんと。BP93/67mmHg P60 主治医に報告し様子見となる。
ＥＲＣＰ施行中、側視鏡の調子が悪く、画像が悪いため、造影だけでＥＳＴができなかった。終了
知識不足
異常があれば再チェックを行い、検査がスムーズに行えるようにしておく必要がある。
後、機械のチェックをし、送気送水ボタンの異常であったことがわかり、昼からもう一件入ってい
た、ＥＲＣＰ・ＥＳＴまでできた。
ERCP時ENBDチューブ挿入した時、最初検査用のERCPファイバー3.2インチを用いたため、ENBD 検査用3.2インチと処置用4.2インチのファイバーの選択ミス。
事前にENBDチューブの管を測定し、予行演習必要かと思われます。
チューブ挿入不可であらためて4.2インチERCPファイバーを用いて挿入した。
ＥＲＣＰ予定の患者に輸液指示が出されていた。１本目はヴィーンＤのみで、後の３本はソリタＴ３ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・ミキシングの際、再度自分の目で伝票を確認しながら実施する。 ・薬剤を準備する際、ボトルと
＋ＦＯＹ100ｍｇ混注の指示であった。1本目終了時に伝票を確認したところ、1本目にＦＯＹを混注し
混注薬剤を分けて置かない。
ていたことに気づいた。主治医へ報告し、4本目の点滴をソリタＴ３単独で施行するようになった。

血管確保時、ﾄﾚｲを処置の近くに置いてないため、点滴が取れたと言う安心感から、うっかりﾍﾞｯﾄ １患者１ﾄﾚｲの原則を守る。処置がし易い位置にﾄﾚｲを準備する。
に置いてしまっている。
処方箋の確認が出来ていない。アンプルはすべて（１A )行くものと思い込んでいた。新人であり、 注射処方箋を必ず、見ること。準備、実施するときは必ず第3者にも確認をしてもらう。Wチェックを
初めての処置であった。
必ず行うこと。初めて行うことについては、必ず他のスタッフに確認を取ること。
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具体的内容
ＥＴチューブ巻き替え時、再固定時、医師と一緒に行なっていたが、自己抜管させてしまった。頭の
固定も砂嚢で行なっていたが、児がほんの少しオエッとなったためか抜けてしまった。
ＥＴチューブ巻き替え時、再固定時、医師と一緒に行なっていたが、自己抜管させてしまった。頭の
固定も砂嚢で行なっていたが、児がほんの少しオエッとなったためか抜けてしまった。
ＥＶＬ、血管造影後の安静を保つため、○月２０日 ２０時にサイレース使用した。翌日○月２１日
日中も、うとうと傾眠状態であった。補液が腕を曲げると落下不良となるため、１４時抜針し同職種
者が右前腕に２２Ｇにサーフロー針を挿入し、アミノフリード＋アドナ＋トランサミンの補液を再開す
る。１５時に落下状態を確認し、落下良好で腫脹はなかった。１８時多分の抗生剤を準夜勤務の看
護師が開始したところ、痛みを訴え右上腕部の腫脹に基づき医師に報告する。
FAG検査の為、右目に五分毎にミドリン・ネオシネジン点眼中３回目の点眼時、誤って両眼に点眼
してしまい左目も散瞳してしまった。
ＦＢＳ採血採取の指示があったが採取しなかった。

背景・要因
７ヵ月の児で大分、意識もはっきりしている。咳き込みはほとんどないがＥＴチューブが異物になっ
ていて、巻き替え時、嘔気が出てしまっているのに、医師と２人で行なった。
７ヵ月の児で大分、意識もはっきりしている。咳き込みはほとんどないがＥＴチューブが異物になっ
ていて、巻き替え時、嘔気が出てしまっているのに、医師と２人で行なった。
前夜に与薬されたサイレースがまだ残っている状態で、傾眠傾向の患者であった。補液の腫脹に
気付かない状態であった。補液がきちんと落下されているか適時確認し、腫脹の有無を観察しなく
てはいけない。１５時に観察した後、観察していなかった。
確認を怠ったため。

改善策
大きい子で口挿管なのだから、看護師２人、医師１人でするべきである。
大きい子で口挿管なのだから、看護師２人、医師１人でするべきである。
傾眠状態の患者に対して、腕を曲げたりしないように抑制も必要。頻回の観察が必要で１時間毎く
らいの観察が必要。

点眼時にカルテで散瞳する方の目を確認する。点眼時患者さんにも「右目ですね。」など声掛けを
する。
患者には必要がないとアセスメントしたため。アセスメント不足。他患者での採血が多く、回りきれ 昼食前での採血をとることとなった。患者が内服している内服薬も考えて採血にあたる。
なかった実状もあり。
ＦＤＬカテーテル挿入中の患者様を巡回するとＦＤＬカテーテルを自己抜去していた。手の抑制はし 観察不足 抑制が不十分
抑制が必要である患者様には効果的に抑制をする。
ていたがカテーテルを握っていた。
FDチューブ挿入中で食事が開始となり全介助で食事をしていたが食事をしていると15cm程度自 初めての食事摂取であったがチューブを注意して観察していなかった。
チューブがきちんとテープで固定してある確認が必要であった。
然に抜けたため、その後看護師が全抜去した。
FFP4E投与予定。看護師２名で確認後解凍したが、うち１パックに液もれがあり交換してもらい、再 確認不足。技術誤り。慌てていた。多忙。
終了後のシールの確認を徹底する。
度NO確認後投与するが、交換した分の血液番号シールを紛失する。ゴミ箱を探すが既に砕いた
後だった。
ＦＦＰの解凍方法が間違っていた。血漿交換に使用するＦＦＰを処置室の流し台で解凍した。解凍 ＦＦＰを解凍する時に外袋をはずして解凍した。 最初ぬるま湯で解凍したが、その後温度の確認 血液製剤管理マニュアルの学習を病棟全体で行った。 ＦＦＰを解凍する時は、外袋をはずさずに
できた時にＦＦＰ内に浮遊物が多いのに気付いたが、すぐに報告しなかった。使用時間が近づいた をしていなかったため、高い温度になった可能性がある。浮遊物があった時点ですぐにリーダーに 直接お湯が当たらないようにする。 解凍用の器械の購入を検討する。
時点で医師、リーダーに報告した。リーダーが輸血室に確認の電話をしたら、使用しないほうがよ 報告しなかった。 血液製剤の取り扱いについての知識不足。
いと言われた。ＦＦＰを受けなおし解凍したため、一次血漿交換を中止しなければならなっかた。患
児のバイタルサインに変化はなかった。
FFPの請求伝票に別の患者様のIDが印字されていたが確認せず提出した
他のことに気がとられていた
請求伝票とカルテ指示・外来カルテを照らし合わせ確認する
FFPの請求用紙に記入後、最後に患者の診察券を印字する段階で、別の患者の診察券を印字し 代診の患者であった。
指示出しと指示受け時に伝票とカルテをつき合わせて確認する。
た。
FFPを施行する日であったが、いつもはカーデックスにはさんである輸血伝票がカルテの裏に保管 カーデックスの記載の日付が消えていた。カルテの裏に伝票を保管することにはしていなかった 手順の見直し。
してあったので、輸血があるという申し送りをしなかった。別の看護師が気づいたので、施行はさ が、手順の統一性がなかった。
れた。
FFP持続投与している患者に、継続して投与するかどうか医師に確認をとっておらず、FFPを溶か FFPの中断が肝移植後の患者に重大な影響を及ぼすことを充分に理解していなかったため、PT 輸血、薬剤の投与はもちろん、その他治療方針についても決定権は医師にあることを認識し、医
す時間が間に合わず一時的に(45分程度）投与中断されることになった。
値が目標値内であったため凝固系の補正を続けるかどうかは確認することは緊急ではないと思っ 師への確認を徹底していく。看護師が行ってよい業務、判断の範囲を理解し、その中で看護を
てしまった。そのため現在投与しているFFPがなくなり次第医師に確認すれば間に合うと判断して 行っていく。自分で決定してよいことなのか判断がつかないときは、必ず指導者に確認した上で行
しまった。治療方針を決定するのは医師であり看護師の業務の範囲ではないということの認識が 動を起こすように心がける。
甘かった。
ＦＯＹ１０００ｍｇを輸液ポン２４時間かけて施行するところを、輸液ポンプ使用せずに手落としした。 １．口頭指示を受けた。しかも、それを口頭で伝達した。 ２．ＦＯＹについての知識が不足（使用頻 １．口頭指示は受けない。指示を記録したもので申し送る。 ２．知識のない薬剤については用法
指示簿は記入されておらず、指示を受けたナースより口頭での伝達でであった。 指示簿の記載 度が少ない病棟）。
を確認する。
注意を要する薬剤は用法等を点滴準備台に表示しておく。
を依頼して、２４時間かけて施行することがわかった。 患者に影響はなかった。
ＦＯＹ１５００ｍｇとフラグミン５０００ＶをラクテックＧに混注しても良いかと医師から問い合わせがあ あいまいな記憶で答えてしまった。 資料も調べず、他のものにも聞かずに答えてしまった。
配合変化について問い合わせがあったら、確実な記憶が無い限りは文献等を調べ、正確に対応
り、資料を調べずにあいまいな記憶でよいと答えてしまった。混注したところ白濁してしまい、輸液
する。
を無駄にしてしまった。
Gaシンチ注射液を注入すべきところ、骨シンチ注射液を注入してしまった。 患者確認後、あらかじ 検査内容を技師に確認するのみで、直接依頼伝票による検査内容の確認を怠ってしまったため 検査内容の確認を自ら必ず行う。
め静脈確保されたルートの三方活栓にシンチ注射液のシリンジを接続し、シリンジに骨注射液と 発生した。
記載されているのを確認。 骨シンチ注射液で正しいことを技師に確認し注入した。患者退室。
その後、技師が依頼伝票を確認したところ、依頼検査はGaシンチであることが分かった。 主治医
に連絡し、間違えたことを確認し、骨シンチの検査が必要でないか確認したところ、不要といわれ
た。 患者を呼び入れ、間違えたことを告げ、技師とともに謝罪した。 注射がもう一度必要である
ことを説明。 骨シンチの検査を無償で行うことを提案したが断られた。 当人が当惑されていたの
で、病棟にお戻りいただいた。 部長に報告した。 検査に対する不安を与え、被爆量が増加して
しまった。
GBS(+)の妊婦が入院した場合、入院後ペントシリン点滴をすることが決まっている。入院時の情 助産記録に他の感染症のチェック項目はあるが、ＧＢＳだけない為、きちんと意識しないと忘れて 現在印刷中の助産録は忘れないよう 新たに項目を増やしてある。
報収集でＧＢＳの有無の確認を忘れてそのまま出産した。出産後、新生児係が児の入院カルテの しまう可能性がある。 今回 他の管理中の産婦でＧＢＳ（+）の人がいることが申し送りであったの
記録をする際ＧＢＳの有無の記載がないことに築き確認して欲しいと指摘された。外来誌の検査 に入院を取った際ＧＢＳの確認をしていないことに気がつかなかった。
データを見るとＧＢＳ（+）で外来でペントシリンテストを施行し（-）であった。直ちに外来で担当して
いた医師と師長に報告をし母の処置は不要、児に関して小児科医の指示を受けるよう指示があっ
た。新生児係に連絡 小児科医の診察の結果現在感染徴候なし、今後は通常のＧＢＳ（+）の母か
ら出生した児と同じ扱いをするよう指示をうけた。
ＧＦを受けるたベッドに横になった患者のベッドをあげようとスイッチを踏もうと移動した際、駆血帯 ケアレスミス
駆血帯は、長いまま持たず、使わない時は、短くまとめておくようにする。
の先が患者の顔にあたってしまい、不快な思いをさせてしまった。
ＧＦを予定している患者様より昨日の説明では下剤を５時から服用すると言われていたのに持って 説明の曖昧さ、不注意。
きちんとした説明をおこなう。
こられたのは７時だったとのこと。５時に起きて待っていたのでしんどいとのこと。説明で５時から６
時の間でもって来るといっていた。カーデックスには６時の時間処置で上げていた。
ＧＩ療法が開始となり、前日はグルカゴン２Ｅ＋ＮＲ２０Ｅ＋５０％ＧＬ１００mlの処方であったが、本 注射業務のマニュアルの逸脱,確認不足
マニュアルの徹底を指導
日は５０％ＧＬ５０ｍｌの指示であるのに、１００ｍｌと思い込み、注射箋の確認を怠って１００ｍｌを実
施した。翌日になって他の看護師に誤りを発見された
○月20日 15時頃ナースコールあり、トイレに行くと患者さんが車椅子より転倒していた。起立時 患者自身ナースコールを使う事への遠慮が見られていた。また、腎機能も悪く、貧血もあり、起立 ナースコールに対して遠慮がちであり、ふらつきや、気分不快が出現したときは遠慮なくナース
めまいあり、そのままふらつき転倒してしまったとのことであった。頭部、背部に疼痛あるも外観上 時に眩暈も起こりやすい状態であった。患者の身体、精神的状態のアセスメント不足があった。 コール押すように声かけを行っていく。トイレ移送介助を積極的に行っていくようにする。
問題なし。ドクター報告行い、様子見の指示をもらう。24時間蓄尿もあり、トイレの時は遠慮なく
ナースーコールにて呼ぶように説明する。
○月20日術後、回復室にて病棟へ帰室す。新鮮凍結血漿輸血を使用しなかったため、凍結してい 輸血は、冷蔵庫に入れるものだとおもいこんで、冷凍庫に入れるのを気が付かなかった。
凍結していたら、冷蔵庫へ入れるように気をつける。
るのを知っていたが、迷いや疑問もなく、冷蔵庫へ入れてしまった。翌日、新鮮凍結血漿を使用す
るとき解けかかっていたが、主治医の指示にて、使用し、5本目の途中で膨瘤疹がでて、中止し
た。
Ｈ１６．１２．２２７時の化療治療開始と共に内服していただく指示のレスタミン錠５錠が９時半まで ７時の 化療治療開始の際、本人が体温計を挟んでおり、看護師も「吐き気止めの薬です。体温 本人に内服してもらえるようもしくは、内服できる環境にして、確認するときに袋を見せてもらうよう
内服されずオーバーテーブル上に放置されているのを次の勤務の看護師が気付いた。
を測り終えたら飲んでください」と話し手渡したあと、確認を怠った。患者は７１歳と高齢であり、本 にする。また、時間指示の内服薬であったため、再度訪室し確認する。
人の生返事を鵜呑みにしてしまった。又、本人は「吐き気があったら飲むように言われた」といって
おり、勘違いしていたと思われる。
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具体的内容
背景・要因
改善策
○月28日創よりMRSAの報告あり。翌月4日の手術出しの時に、病棟から手術室にMRSAを申し送 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
MRSAの認識を再確認。 感染症に対しての意識の徹底
りがされていなかった。主治医が手術室でMRSAを伝え、手術開始前に感染扱いとなる。
○/18 7:00からのカバサール負荷試験にて，負荷試験実施前6:40頃にサンドスタチンの皮下注 カバサール負荷試験の指示とサンドスタチン施行時刻の指示が記載された用紙が別々のページ 医師に指示を同一ページに記載してもらう． 試験の目的，薬剤の作用を正しく理解する．
射を施行してしまった．正しくは負荷試験終了後の13:00に施行すべきであった．
にあり，両方を確認することを怠った． サントスタチンは１日２回の指示であり，朝，夕の２回施行
と思いこんでしまった． カバサール負荷試験の目的，サンドスタチンの影響を正しく理解していな
かった．
○／１３再入院の患者様で翌日の日付で「糖尿病の疑い｣と診断名があるが特に検査、服薬等を 予想できず未然に防げない。担当医不在日の体制が不十分である。
電話での上申、口頭でのオーダー受けが担当医不在に多い。診察依頼がスムーズに行くように体
していなかった。本日も昼食全量摂取したがベット上で意識レベル低下の状態で発見と報告を受
制を見直していく必要がある。特に患者様の急変時の対応について検討してほしい。
ける。血糖４３ｍｇ／ｄｌ。担当医不在にて院長に連絡するが入院処理中で病棟へ来ることはできな
かった。オーダーを受けるが状態は変わらず、別のＤｒへ診察を依頼する。
○／20午前1時患者から体を起こして欲しいとナースコールあり。看護師が訪室するとベット横の アセスメント不足・観察不十分
患者の夜間の睡眠状況や倦怠感の状況の把握が不十分であり、トイレ歩行や自己にてＡＤＬを行
床に尻餅をついている。臀部のみ打撲あり、出血・他打撲なし。Ｖ・Ｓ特に問題なし。患者本人へ転
うには念を押して付き添うことの声かけをしておくべきであった。
倒の状況・原因を聞くがパニックになってしまい、状況聞けず。主治医へ報告した。
○月１６日 脳神経外科入院中のＡ氏（５０歳）者に、２ルートの点滴が施行されていた。１方は０時 １ 点滴ボトルに明記してあるラベル（施行時間が記載されている）を確認しなかった。
１ 速度調整時、残量確認時ボトルのラベルを確認する。
から１２時・０時から２４時の１本／日であった。経験１０年、配属４年の看護師が、０時から２４時
の点滴を見て、１２時で終了する点滴と勘違いし、残量が多いと思い、速度を速めた。申し送り前
に点滴残量を確認した際、間違いに気づき、速度を調節した。
○月7日11時頃リハビリより帰る途中エレベーター内にてバランスを崩し転倒したとの患者より報 エレベーター内での移動時にバランスを崩し転倒・臀部打撲す。動いているエレベーター内での移 動くエレベーター内での移動は必ず柵に捕まることと移動をゆっくりする。エレベーター内での乗り
告を○月7日１５：００頃報告を受ける 臀部の打撲痛の訴えあり主治医へ報告 様子観察 翌日 動はバランスを崩しやす。また、患者様が恥ずかしいとの羞恥心に捕われ、報告が遅れる。
合わせで移動しようとしたことも原因があるため、あまり移動しなくてもすむ位置に移動するように
のリハビリ継続の指示ありレントゲンの指示なし
指導強化する。
○月１７日 脳外科入院中のＡ氏（８０歳）に、レビンチューブより、薬剤の注入を経験年数９年目 １．いつも使用している配薬箱が、壊れており、プラスチックボトルの空き箱で薬剤箱を作成してい １．配薬箱から薬を取り出す時には確認をする。
の看護師が行っていた。朝・昼・夕と本人用の配薬箱に準備していたが、朝の与薬時、夕の薬剤 た。左右どちらにでも置くことができ、逆になっていた。 ２・大きな字で、あさ・昼・夕は、明記され
を朝の薬と思い違い、取り出し投与した。その後、配薬箱を見たとき、間違えたことに気づいた。朝 ていたが、確認しなかった。
のみ昇圧剤が与薬以外は同じで内容だったので、すぐに昇圧剤を注入した。
○月７日 脳外科入院中のＡ氏（６６歳）に医師より、明日から２本／日に点滴を増やすよう指示が １．点滴ボトル接続前に、注射指示簿を確認しなかった。 ２．点滴接続時に１人で行い、輸液ポン １．輸液ポンプ使用時のボトル接続時は、２人で確認する。 ２．接続前、接続後に指示簿を確認、
出た。経験年数１６年目の看護師は指示簿とボトルラベルに、０ー１２・１２ー２４と時間振りを書き プのＷチェックを行わなかった。
施行サインを行う。
込んだ。時間流量の計算も行った。しかし２４時の点滴ボトル交換時、昨日と同じく１本／日の流
量で輸液ポンプを設定してしまった。３０分後の勤務交代時に、次の勤務者とともにＷチェックを行
い、間違いに気づいた。
HbA1c測定機調整中に患者測定値が端末ＰＣに送信され、容認者が未確認のまま容認報告し
ＨｂＡ１ｃ測定担当者に確認作業を行なうことを怠り、容認報告したためと考えられる。
測定機調整中に患者検体を測定する場合、測定担当者は容認者に、測定値が送信されることの
た。 誤報告に気付いた時には、既に再検確認未実施のＨｂＡ１ｃ値６．３％で診察終了していた。
連絡を行なう。また、送信された測定値の処理方法を明確にする。容認者は送信された測定値に
再検確認すると、ＨｂＡ１ｃ値は６．９％になった。 依頼Ｄｒに状況説明を行ない、報告書の訂正、カ
ついての確認と処理方法を担当者に確認する。
ルテ所見訂正、患者次回受診時に訂正説明を行なうことになった。
ＨＢｓ-Ａｇが検査済みにも関わらず、コンピューターにデータが転送されないことに気付かなかっ ・診察室からの問い合わせで発覚。 ・全体の流れの中では受け付け順にデータが転送され報告 ・今回のシステムの誤動作は前日のソフトの変更に問題があった。システム変更後の作業確認で
た。 （その他入院の2名のＨＢｓ-Ａｇのデータも同様であった。） 患者の待ち時間を長引かせた。 されるが、この方は一度他の項目報告後ＨＢｓ-Ａｇが追加依頼された。このケースの場合は進捗 は発見できなかった。 ・システム会社と連絡を取り、速やかに改善してもらい現在、システム上問
画面に若い番号が残っていても追加ということで結果が出ていないことに対しあまり問題視されて 題はない。 ・機械任せにせず、常に問題意識を持ち、確認に努める。
いなかった。 ・同様に入院の2名も予約のため、いつ採血されたか把握できず、システムに依頼し
過ぎていた。 ・容認者が途中で変わり、全体の流れが把握できていなかった。
HBsAgとHCVAbの検査は午後から行っているが、測定時再検しても測定していない検体があっ
当日結果を出していないといけなかったものを放置していた。結局貼っていたバーコードの位置が 当日検査できない場合、遅れる旨を連絡する バーコードは上のほうに貼る なるべく当日検査す
た。次の日に原因追求するつもりで検査しなかったが次の日の朝、外来から結果がないと指摘さ 悪かった。
る
れその時点で検査に入った為、患者を1時間待たせた。
ＨＢｓａｇの結果、１．２で陽性と報告。翌日生化学担当が再検陰性。
低タイテー陽性時再検を
測定値低い場合の再検を。具体的には５分遠心で３０以下の値は、もう５分遠心し再測定し判定
するよう技師に連絡。
HCUに入院中の患者。入院時より血糖値が高く点内にヒューマリンRを入れるなどし、血糖コント カルテを確認することなく、注射ワークシートとカーデックスにて滴下速度を確認し、変更したと思 点滴速度など少しでも内容が変わった場合は必ずカルテ、主治医等へ確認し間違った思い込み
ロールをしていた。○月16日の点滴更新時、点内にヒューマリンR１０単位をいれた点滴の滴下速 い込み確認不足のまま変更してしまった滴下速度が変わることに対してもう少し疑問を持つべき のまま実施せず、確実に確認する。また内容変更時は常に疑問を持ち対応する。
度がワークシート、カーデックスに滴下速度２１ｍｌ/ｈとなっていたため、そのまま勘違いし滴下速 であった。血糖コントロールを行なっている患者様であり、確実な滴下が行なわれなければならな
度40/hを１８時点滴更新から21/hへ変更してしまう。２１時の血糖チェック時、血糖３４７で指示に かった。
てヒューマリンR４単位皮下注する。０時３０分の深夜への申し送りの際、滴下速度の間違いを深
夜勤務者に指摘され、この時初めて滴下速度の間違いに気付く。カルテを確認したところ、滴下時
間４０/hと修正されていた。またカーデックスを再度確認したところ別紙に滴下速度の修正がされ
ていた。主治医へ電話し報告したところ、滴下速度を４０ml/hへ戻し、血糖測定を次の指示の時間
に行なうように口頭指示を受ける。
ＨＣＶ患者へインスリン注射后リキャップしてしまった。針がキャップの中で横に屈曲しつき抜け第2 ・セフティーナや、病棟で使用後のインスリン針をさす発泡スチロールを使用しなかったという、マ セフティーナ使用の徹底
指にささった。患者への影響はなし。
ニュアルを守らなかったこと ・病棟で何度もリキャップするなと呼びかけていたが、自分は大丈夫
という思い込みがあったこと
ＨＤＦ回路のサブラットＢＳを２パック追加した際に、他患者の退室準備中であったため焦ってい
確認不足。
確認の方法として推奨している指差し呼称による確認を遵守。
た。２パックのうち１パックの隔壁開通を忘れた。３０分後に担当Ｎｓにより発見された。患者に変化
はなかった。
ＨＤＦ開始１時間３０分後、補液剤・サブラットＢＳのA・B剤が混ざっていないことに気付く。気分不 慌てていて、準備を誤ってしまった。
血液ガス測定。新しくサブラットを作成し、治療を開始した。主治医に報告、様子観察となった。
快等の訴えなし。血圧131/88・脈拍60。
HDF患者に使用される、ろ過型人工腎臓用補液（サブラッドBS)を機械に5袋吊されていたが、その ろ過型人工腎臓用補液（サブラッドBS）を開通させる際、最初に開通させたスタッフがダブルチェッ ろ過型人工腎臓用補液（サブラッドBS）を開封する作業の手順（マニュアル）を見直し統一する。
１袋が開通されずに使用された。 臨床中気付かずに、HDF終了後に始めて気がついた。
クを行うため、次のスタッフに声掛けをしていなかった。またダブルチェックをおこなうはずが、その 開封する作業において、開封者と確認シールを貼るスタッフを分けて必ず２人で確認するようにす
機械においては目視での点検でしかなされていなかった、そのためその1袋が開通されていな
る。 開通確認する際、手で触り開封されているかチェックする。
かったことに気づかなかった。また透析開始前の始業点検時チェックでも見落としてしまった。
HDF補液が入っていないまま、HDFを開始してしまった。1時間３０分ごに、患者の血圧低下により 補液ポンプが作動していたにもかかわらず、補液ルートの遮断から生じたもの、機器が警報を発 手順の確認。
気が付く。補液を開始し事なきを得た。
声しない仕様である。
HD開始時、処置の為回路を外し再度接続した際、コンソールの画面がECUMモードに変わってい 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
プライミング終了後と初回チェック時にダブルでチェック
るのを発見。プライミング時は、HDになっていたので、回路を外す際、コンソールパネルに触れ
ECUMモードに切り替わってしまったと考える。
ＨＤ患者でグリｾﾚﾌﾞ100ｍｌの指示を、グリｾﾚﾌﾞ200ｍｌ全て投与。ダブルチェック時も気付かず経
グリｾﾚﾌﾞをそのままの量200ｍｌ施行すると思い込んでいた｡カルテと注伝の正確なダブルチェック ・マニュアル通りのダブルチェックの施行・思い込みをせず、しっかりとした目で正確に注射薬等確
過。16時頃他の看護師に指摘を受け間違いに気付き、Ｄｒ．報告そのまま様子観察となる。
の方法で行ったにも関わらず2人とも量までしっかり確認せず、意味のないダブルチェックをした。 認していく（特にＨＤ患者だったので）・声だし確認の徹底
HD後、具合の悪くなった患者（BP低下）を車椅子に乗せ病棟入院の為Ａ棟側エレベーターを待っ 職員の接遇教育の問題点
接遇等による研修、教育の実施
ていた。しかし、エレベーターには、車椅子２台、患者様家族５、６名と職員の事務員と施設課が
乗っていた。看護師が、職員の方は降りて頂けないでしょうか。とお願いすると、事務員の方は降
りて頂けましたが、施設課の方は、「こんな状態！！」と言って降りては頂けませんでした。患者の
状態が良くなかったので、早く病棟に案内したかったので、エレベーター内を整理して、車椅子が
入るスペースを作りＢまで案内する事が出来ました。（「こんな状態！！。と言った。施設課の職員
の方は、手伝って貰える事もなく。Ｃ階で降りられました。」
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具体的内容
HD終了後、V側穿刺針を残して点滴を継ぐところ、V側穿刺針を抜いてしまった。点滴は、末梢か
ら翼状針で開始した。
HD終了後、病室へ患者をお連れした時、50%TZ500ml１本指示の点滴が、残り100mlになってい
た。（残り６時間）医師に報告して、輸液の調節をして貰った。（臥床時と座位の滴下の確認をすべ
きであった）
ＨＤ中3時間目にプリンクを施行するはずだったが、3時間目に抗凝固剤をＯＦＦするタイマーとかさ
なってしまい、タイマーは抗凝固剤ＯＦＦのみと間違えプリンクを施行せず、ＨＤ終了となった。ＨＤ
終了後に気付き、Ｄｒ指示によりＶ側よりｄｒｉｐした。今後は誰が見ても分かる様に紙を貼っておく事
が必要である。
HD中BP低下あり、HD回路内に生食を注入する際に血流量を下げた。注入後に血流量を戻し忘
れ15分後に見に行くと回路内が凝血し始めており、予定より10分早くHDを終了する事となった。

背景・要因
HD終了までは、点滴を継ぐつもりで、準備していたがＡ側を止血してることに気がとられ、うっか
り、Ｖ測穿刺針を抜いてしまった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

改善策
ＨＤ後、点滴を継ぐ場合、回収者は、終了前に点滴を目前に置いてから回収する。
CRF疾患の輸液のカウントは重大。（スタッフ間での情報の共有をする。）

時間で行うことがたくさんあり、タイマーが足りない。

誰が見ても分かる様に紙を貼っておく事が必要である。

生食注入時に圧上昇のアラームにて機械がストップした、HD機器を再開始することには注意して 処置をした時には、機器の設定に間違いがないか確実に確認する。病棟で決められたHD機器
行なったが、血流を戻すことを忘れてしまった。ＨＤ回収などの処置が重なり忙しかった。
チェックカードを見ながら確認すること。記録用紙に機器の設定内容を確認しながら記入し間違い
がないように注意し行動する。 忙しい時にも、一つのことに集中して行動するように自分自身が
注意するよう心がける。
HIV検査、患者に同意書を取らずに採血をしていた。
説明に立ち会った看護師と採血する看護師が違う。各々の伝達と確認不足。
外来看護師に対して、ＨＩＶ検査時には説明の上、同意書が必要なことを再度説明し、必ず確認の
上採血を行うよう指導した。
HIV脳症で痴呆や失見当識のある患者が無断離室した。捜索したところ病院前の池の周囲で寝転 リスクを考慮して離床センサーを使用していたが、飛び越えることを覚えられてしまっていた。ナー ドアセンサーの設置。頻回の訪室。
んでいるところを発見した。
スステーションの前の病室に変えていたが、看護師がはなれた隙に病室を出た。
ＨＮ１４Ｅから本日ＮＨ１０Ｅに変更となった。翌日からＮＨ１２Ｅ指示も一緒に記載してあったため、 看護師の不注意
指示は２人で確認するように指導
間違ってＮＨ１２Ｅを施行してしまった
ＨＯＴ導入して退院となった。練習のため退院前に取り寄せていた携帯酸素ボンベの残量が少な ・退院直前に酸素ボンベを交換することになり、焦って確認が不十分になってしまった。 ・酸素ボ ・業者にボンベの開閉構造について、改善提案をした。 ・指示書の流れを明文化し、病棟控えを
かったため、病棟に予備としておいていたボンベに交換した。患者が家に着くとボンベが開栓され ンベの開閉が、構造的に確認しづらい。 ・在宅酸素指示書の確認が不十分であった。 ・他の書 残す。 ・指示書は、余裕をもって業務課に送達するようにする。 ・不完全な書類は、必ず確認す
ておらず、酸素投与されていなかったことが家族によって発見された。また、帰宅時、家には酸素 類とまぎれて、記入が不十分な指示書のまま入院業務課に送達されてしまった。 ・入院業務課 ることを徹底する。
濃縮器も届いておらず、業者への連絡がされていなかったことも判明した。患者の状態に変化は の担当者は、指示書が不十分であったが病棟に確認せず、その日（指示書が送達されてしまった
なかった。
日）退院の患者と思い込み、別の患者の氏名のみ記載して業者にＦＡＸした。 ・退院当日に指示
書が送られてくることが多々あり、急いで連絡しなくてはいけないと焦っていた。 ・業者からも、不
備な情報に対する連絡がなかった。（開始日が記載されていなかったため、対処が遅くなったのか
もしれない。） ・病棟に指示書の控えがなく、誰に指示がでて、準備がどこまでされているのか確
認が容易にできない。
HP5ml:4Aを生食28mlで溶解して静注しなければいけないところ、生食20ml:2A全量で溶解してシン もうすぐ点滴がなくなってしまうと焦り、薬品も用意されていなかったため、自分で薬品を出してミキ 急いでいたり焦っていても、シールだけでチェックせずにミキシング時には必ず注射ワークシートで
リンジポンプに接続してしまった。ポンプ開始のためのダブルチェックしてくださった主任が間違い シングしなければと、急いでいた。ミキシング時に注射ワークシートをきちんと確認せずに、シール 確認し、ダブルチェックする。
に気づき早急にポンプを止めミキシングし直した。
のみで薬品をダブルチェックしてしまった。
ＨＲ不安定にてケアを見合わせていたが、徐々にＶ/Ｓも安定してきた為14時40分頃からＢＢを行 午前中にもライントラブルがあり、その対策として抑制帯の使用、観察を行っていたが、行った行 観察強化抑制技術の訓練
い終了後、両上肢を抑制中であった。（ＢＢを行った看護師2名が片方ずつ施行）使用物品の片付 為の確実性の確認を怠った。その為ラインに手が届いてしまい、2度目のライントラブルを起こす
けと、ベッドサイドのゴミ箱の片付けの為ベッドサイドを離れ、戻ってきた時には異常なかった。手 要因を作ってしまった。
洗いの為再度ベッドサイドを離れ、手洗い中モニターのアラームが鳴り、見るとＡラインの波形が
出ておらず、訪室するとＡラインを握っていた。抑制中ではあったが右手の抑制帯は可動域が広
い状態（ゆるめ）になっており、届いてしまう長さとなっていた。圧迫にて出血は良好。再度Drに右
前腕にＡラインを挿入してもらった。
HUーRのシリンジ更新時、三活の向きをオフにしたまま、それに気づかず開始。45分後アラームが シリンジ交換後、開始する前に三方活栓の向きをきちんと確認しなかった.
シリンジの固定から、三方活栓の向き、接続のゆるみの有無を1つ1つ声だし、指差し確認する
なり,他スタッフが気づき、再び開始する。
H水の与製を作る時、リンコデを入れずにカマグを入れた。外来でH 水を出す時に気付いた。
リンコデとカマグを確認せずに入れたと思われる。
リンコデとカマグは同じ散剤棚にあるので、注意が必要である。
ＩＣＧの検査を行う 前後の採血スピッツを確認し別々に準備しておく 検査室より前後の採血ス
不注意
施行時のスピッツをきちんと確認する
ピッツを間違えていないか電話があり発覚
ＩＣＧ検査施行後、検体をボックスに入れた。 そのことを別の職員に伝達し、検体提出を依頼した ボックスに入れた検体は、見えない状態にあり、依頼された職員も確認しなかった。
検体は見える場所に置くか、手渡しで依頼する。 依頼を受けたら、すぐ行動し確認する。
が、翌日提出されていないことに気づいた。
ＩＣＧ検査時に６０ｋｇの患者の試薬準備を間違えて５ｃｃしか準備しなかった。本来は６ｃｃ準備が必 解からないのに自分一人で行おうとした。事前に採血の場所を確認していなかった。
事前に検査方法を知る。手技の確認を行う。
要であった。また、注入前の採血の際抜針してしまい、患者に苦痛を与えてしまった。５分後の採
血も１、２ｃｃ程しか取れなかったので他の看護師に変わってもらった。
ＩＣＧ検査中、ＴＰＮより「イントラリポス」の点滴を開始してしまい、検査やり直しとなった。
「イントラリポス」に対する知識不足。
行動を起こす前に確認する。薬剤の知識を深める。
ＩＣＧ検査中、試薬注射後の時間をタイマーにセットし白衣のポケットに入れていた。採血したかど 不注意。ポケットにいれることが誤作動につながることが認識できなかった。
タイマーを使用する場合の取り決めをしたタイマー使用中は首から下げる。採血がある場合は、検
うかを他の看護師に尋ねられタイマーをみたところ１３分でストップしていた。その為、採血時間が
査終了まで決められた検査トレーに入れておく。
遅れた。
ＩＣＵ（集中治療室）より物音がして訪室すると、患者が床に膝をついて座っていた。患者は、歩け 患者の状態の把握とアセスメントが不十分 痴呆患者の環境の調整不足
4点柵と”ウーゴ君”の設置。
ないのに、「タオルをとろうとして立って歩こうとしたら膝をついた」と話された。痴呆と意識障害が
あり、説明の理解が得られていなかった。
ＩＣＵからＡ階へ転棟する時、注射の申し送りを聞いたが、意味がよくわからなく２度聞きなおした。Ｉ ＩＣＵ受けをした時、疑問に思い、「おかしいな？」と感じたときにしっかりと納得するまで聞きなお 他部署との情報共有がしっかりとできなかったことが、今回のミスに繋がっている。ＩＣＵとも話を
ＣＵではＣＶ４０／ｈで問題なく落ちていたが、指示どおり落ちていないと思い、側管から余分に９０ し、自分がとらえた考えを口に出してＩＣＵ看護師に確認すべきだった。
し、申し送り方法について検討した。
０ｍｌ（ソルデム３Ａ）を体内に入れた。
ICUから一般病棟に転棟予定だった。転棟直後、一般病棟の看護師の指摘で、ヴィーンD５００ｍｌ 注射準備時、２名で確認しているが、１名がICU配属１週間で、緊張していた。
注射準備時の目で見て、声だし、指差し呼称の確認行為の基本を守る
＋ビタミン剤の行くべきを、次に予定のソリタT3輸液を実施したことに気づいた。
ＩＣＵから帰室後も人工呼吸器の装着の指示があり、帰室時前に呼吸回路をセッティングする。正 確認しているにも関わらず、勘違いのため間違いを発見できず。複数でのチェックができていない 他者に、重複して確認してもらう
しい回路はわかっていたが、呼気弁と吸気弁を逆に接続してしまい、セッティングを意識して指さし
確認したが、間違いに気づけず、医師がそのまま患者に接続。次のパートの看護師が発見。その
間加湿されなかったため、痰固めになるが、加湿開始することで、痰やわらかくなりカニューレの
閉塞なく経過見る。
ＩＣＵから退室され、その後に内服を受け取り、処方箋と内服を照らし合わせながら確認し、患者に ＩＣＵから、内服が中止中であるとの申し送りを聞き漏らしてしまった。中止薬の処方箋が送られて 申し送り後もサマリーを見直す。中止薬の指示が出たら内服薬と処方箋を薬局に返品する。
投薬した。午後リーダーへＩＣＵサマリーを用いて申し送りしている際に、内服が中止中であること いれば、防げたのではないかと思われる。
に気付く。ＩＣＵに再確認したところ、中止の処方箋はＩＣＵにあった。
ＩＣＵから病棟へ帰室する為、病棟ベットへ乗せ替えを行う時点滴ラインが一部、長さが足りず移動 ポンプに接続する際のラインの確認が行われなかった。
確実なラインチェック。
できなかったため、点滴をポンプから一時的に外し、移動を行った。移動後外した点滴をポンプに
セッティングする時、別のポンプで注入されているルートをつけてしまい、２重ポンプ装着になって
しまい、アラームがなり病棟看護師が気づいた。
ＩＣＵでポータブルにてレントゲンを撮影したが、医師よりフィルムに記載した患者名の１字が違うと 急いでいたため、フィルムと照射録の氏名と照合することを怠ってしまった。
医師に指摘され訂正した。フィルムを提出する際、照射録の氏名と照合する作業を徹底する。
指摘された。
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具体的内容
背景・要因
改善策
ＩＣＵで看護師が透析のアラームが鳴りフサンが少なくなっているのを発見した。受け持ちの看護 ・ＩＣＵでは一人の患者に７ー１０台のシリンジポンプが使用され、それぞれ薬剤と流量が違うため ・薬剤別に色分けしたラベルに薬剤名と流量を記載し注射器に貼付し注意を喚起する。 ・申し送
師が休憩に入っているので、発見した看護師がオーバーテーブルの上に透析の記録紙と一緒に 間違える危険性である。 ・注射器にインシュリンと書かれていたが見ていない。 ・受け持ち看護 りのない注射・輸液に関しては休憩している受け持ち看護師に確認する。
置いてあった、薬液の詰めてある２０ｍｌの注射器を透析器械に付替えた。２時間ほど経ってから、 師が休憩に入り、残った者に申し送りをしていない。
受け持ちの看護師がポンプで注入しているインシュリンの残量が少量となった為、インシュリンを
詰めてある注射器と交換しようとしたら注射器が透析の機械にセットされていたことに気づいた。イ
ンシュリンの過量投与となり血糖値７３まで下降した。患者の低血糖症状はなかったが糖の補正を
行なった。
ＩＣＵで中脳血管腫術後に硬膜外ドレーンよりｴｱがひけた。刺入部を観察すると、固定用の縫合糸 人間関係・コミニケーション不足
担当部署間のリスクマネジャによる話し合い。
がかかっていなかった。医師に連絡すると、診察が無く、テープ固定の指示があった。翌日、医師
が縫合固定した。
ＩＣＵにてポータブル撮影時、依頼箋の号室だけを見て撮影。 ベッドの変更があり、別の患者で 手順で決まっている、患者確認の方法を何も行わなかった。
ルールを守る。
あった。
ＩＣＵに患者A△様、A○様が入院されていた。同日の１１時に病棟へ転出になった。同じ時刻に病 情報の共有のあり方の問題 業務のルール、チェックの仕組みの問題
１．迎えに行く病棟の看護師が患者名をフルネームでメモをして確認する申し送り時に ２，患者に
棟から迎えがきたためカルテで病棟の看護師 に申し送った。病棟に帰った看護師から申し送ら
必ず氏名を言ってもらい（もしくはベッドネームで）確認する ３．ＩＣＵ退室の時間を同じ時間に設
れた患者と違うとの連絡が入った。もう一方の病棟に確認したところ患者の取り違えがわかった。
定しない
ＩＣＵのＡＭＩの患者さんに０時に採血の指示あったが、間違えて同室のＡＡＡの患者さんから採って ケアレスミス
よく似た状況の患者さんで誰でも間違える可能性があるケース。スタッフにも伝達し注意促す。ま
しまった。同じ日に入院し、年齢も近く、性別同じ、名前も漢字で一文字違い、どちらも循環器だっ
たこの日は今にも亡くなりそうな患者も受け持っており、受け持ちも混乱する状況であった。自分
た。
ばかり抱え込まないで、採血はフリーに任すなど業務の分担をしても良かったのかもしれない。
ICU退室のため、AM9：30頃より看護師A、Bにて清拭を行っていた。担当看護師Cは退室のサマ 退室までに時間が少ないため、状態を十分把握できていないままケアを行ってしまった。退室のた 処置に入る前に状態、状況の把握をしっかり行う。又、実施者と担当者が異なる時はしっかり伝え
リー記録を行っていた。看護師Cは始業時SPO297％であったのに、10時のチェック時88％まで下 めモニターアラームがOFFになっていたため発見が遅れた。SPO2の低下に対しての確認、点検が る。
降しているのに気付いた。（アラームはOFFになっていた）鼻にはカニューレが装着されていたた 不十分。
め、酸素の接続はされているものと思い込み、しっかりと確認を怠った。深呼吸等促すも、SPO2の
上昇みられず、医師へ報告した。３Lに増加の指示があり、増加しようとした際に接続管がなく片付
けられていた事に気付いた。本人に事情を説明、謝罪しすぐに酸素再開した。その後、医師に報
告、謝罪した。
ＩＣＵ退室後、点滴セットの中に点滴薬が残っていることに気付き、主治医に報告、手術６時間後の ＩＣＵ指示票に記載している薬剤を、病棟で使用する点滴実施リストに転記していなかった。
ＩＣＵ退室患者の点滴に関する申し送りは、病棟の点滴リストに転記、再確認を徹底し、点滴更新
点滴開始が１６時間後となってしまった。
は点滴リストにて実施する。
ＩＣＵ退出時、Ａライン抜去し病棟へ帰室。初回Ｖ・Ｓ測定時最終点検の為布団をはぐと出血してい １ 手術前は他のチームの患者で感染症である事を記憶していなかった ２ 受け持ちであったの １ 詰所内のナースコール板の氏名の前に感染症を明記する。 ２ 申し送りは、必ず受け持ち看
た。動脈の為すぐにステップテｲの上より圧迫止血した。Ｄｒコールし医師に止血してもらう。その後 に、ＩＣＵからの申し送りを主任に聞いてもらい把握できていなかった。
護師が引き継ぐようにする。 ３ 血液に関する処置時は、感染の有無に関わらず手袋を使用す
記録時に、ＨＣＶ（+）の患者であることに気づいた。（圧迫した左指に逆剥けがあり血液汚染し
る。 ４ 手袋は常に携帯する。
た。）
ICU退出日で不穏状態があり要観察患者でバルン抜去の危険性があったが、看護師の少ない時 不穏状態の患者のアセスメント、有効な対策がとれなかった。 情報伝達も不足。
情報に基づき予測した看護をする。チームで話し合う。
間帯に自己抜去した。再挿入になった。
ＩＣＵ入院中の患者Ａ氏(Ａ型)にMAP２単位の輸血を行うべきところ別の患者Ｂ氏(Ｂ型)の血液を少 本件では看護師たちは、製剤報告書や血液など全てが患者Ａ氏のものであると思い込み、上述 今後は思い込みエラーを排除する。具体的には各種確認を行う際に、これまでのような一方から
量輸血してしまった。 Faxで輸血部から患者Ｂ氏の血液の準備ができたことを知らせる用紙を見 のような連鎖的氏名不確認を誘発したと考えられる。看護師たちは、製剤報告書を手にしたとき、 の誘導的な復唱を改め、双方から誰何的に詰問口調で問いかけを行うことを基本とし以下のよう
た看護師Ｂは、氏名を確認せずに患者Ａ氏のものだと思い込んだ。患者Ａ氏の血液の受け取りを 製剤報告書を別の看護師に手渡したとき、血液を受け取りに行った時、臨床検査技師と血液の確 な対策を講じることとする。 輸血部での対策 ・血液の受け渡し時思い込みを断ち切るため、受
依頼された看護師Ａも輸血部での確認で患者Ａ氏のものと思い込み患者Ｂ氏のもとは気づかな 認をおこなったとき、血液を持ってＩＣＵに戻った時、輸血直前の準備時、輸血接続時などの各場 け取りに来た看護師は「誰の」「何型の血液」をとりに来たかを自ら唱える。 ・血液の確認時、臨
かった。血液を持ち帰りICUにてWチェックを行うときも看護師Ｂ、Ａは患者Ａ氏のもと思い込んだま 面で間違いに気づくことが可能であった。しかし思い込みによって確認行為が全て不完全となり、 床検査技師と看護師はそれぞれの確認資料を相互に確認し、記載事項を明瞭な声で復唱しなが
ま氏名を確認しなかった。さらに、輸血を実施した別の看護師Ｃも患者Ａ氏の血液と思い込み輸血 間違った血液を輸血する事態となってしまった。
ら確認する。 ・確認終了後、臨床検査技師、看護師両者で患者氏名の記載された交差確認票を
を開始した。開始5分後患者Ａ氏の状態は、血圧170台で推移していた。 輸血部から患者Ａ氏の
その場で血液バックに貼付する。 ＩＣＵでの対策 ・ＩＣＵでのこれまでの慣行をマニュアルの基本
血液の準備ができたことを知らせる用紙があることに気づいた看護師Ｂは、追加の輸血指示が出
に立ち返り見直す。 ・指示簿や製剤報告書など各種書類を確認するときはまず初めに患者氏名
たのだと思い、電子カルテの輸血オーダー歴を確認したが追加指示はなかった。 開始8分後看
を確認する。 ・輸血マニュアルの遵守が徹底するまでの間は、同一チーム以外のメンバーを交え
護師Ｂは、患者Ａ氏に患者Ｂ氏のＭＡＰを投与していることに気づき直ちに輸血を中止した。輸血
て相互確認ができているかをチェックする。
中止時、血圧197/92mmHg、心拍数70台、酸素飽和度は100％であった。その後も異型輸血によ
る副作用は現れていない
ＩＣカードにて条件入力の際、除水量が異常に多かった為確認すると，前回よりＤＷ＋０．５ｋｇが， 当事者ではないので変更時の状況はわからず。
条件変更時の確認の徹底。
カード内はー０．５ｋｇで変更されていた。患者に謝罪する。透析前だったので影響なし。
ＩＣカード入力時、患者Ａが食事量を１００ｇ→３００ｇへ変更希望され、変更。透析開始１時間後、食 割り込み業務による指示施行忘れ
割り込み業務をしない
事量を元に戻してほしいと看護師より伝達をうけるも、他の患者の処置をしていた為、後回しにし
てしまい、そのまま忘れてしまう。透析後Ｗｔ－０．４Ｋｇとなり気付く。気分不快（－）、ＢＰ１６３／６
９ Ｐ６２ Ｐｔに謝罪する。
INーOUTチェックで尿量チェックが2時の予定であったが、22時にチェックをし、2時に8時間チェック 指示の指呼確認をしたつもりであったが、2時と22時を思い込みで使用してしまった。
指呼確認の徹底
で尿量が少なかったとき行うべき利尿剤の注射を22時に尿量が指示量より少なかったため使用し
てしまった。
ＩＰ検査の前、造影剤注入中３０ｍｌの時点で吐き気、くしゃみがあり、唾液様のものを微量嘔吐。動 造影剤に関する同意書にはアレルギーはないこと確認していた。
同意書の確認と注入時の状況確認を徹底すること。
悸がみられ、造影剤２０ｍｌ残にて注入中止にする。その後、１分程度で状態回復したため、医師
に確認残量を注入した。その後問題なし。
IVH（PNツイン1号）一日1本でヘパロックの指示があった。高カロリー輸液に関しては滴下速度の IVHのときは、IVH専用セットを使用し、輸液ポンプ使用となっている。当事者は前日滴下が悪かっ マニュアルの再確認。
エラーが多いため輸液ポンプ使用のマニュアルとなっていた。しかし当事者（注射係り）は点滴セッ たためと、ヘパロック指示の為、通常の抗生剤など程度に考えたらしい。作業マニュアル違反。滴
トも小児用ではなく普通セットを使用し、手動で開始。9時から17時で滴下予定が9時開始で受け持 数を合わせれば問題ないと考えた。しかしケースによっては、手動で合わせた後体位交換などで
ち看護師が14時に訪室すると終了していた。血糖値680mg/dlとなり主治医コール。インスリン開始 滴下速度が変わったりすることの知識に欠けていた。
となった。意識レベルに変動はなし。
ＩＶＨ（アミノトリパ２号＋ビタジェクト１セット）が混合されずに施行されていた。
確認不足。
混合されているか、遮光袋をはずして確認する。ダブルチェックの時点で混合まで行う。
ＩＶＨ（アミパレン・カルチコール・アスパラＫ・コンクライトＮａ等）残り４２０ｍｌを6時間30分で滴下す 確認不足
滴下状態のチェック 輸液ポンプの使用
るところを1時間45分で滴下してしまった。滴下数は12時30分に15滴/分に調整して、滴下数の計
算もただしかったが、14時15分にはパックが空であった。患者は、呼吸苦があったがバイタルの変
動無かった。医師が診察し、経過観察し、症状はすぐ改善した。
ＩＶＨ、坐位時に閉塞アラームがなったため確認するとカテーテルが固定糸部分で屈曲し閉塞して 以前からルート類を意識しない患者自身の体動やドレッシング剤をはがしたりする行動があり、カ 体動や患者の理解度を考慮した安全な部位での固定を考える。
いた。固定の方法を変更したがカテーテルの屈曲は改善せず、主治医と相談の結果、ＰＥＧから テーテルの固定方法が不十分であった。
の注入が安定してきたため、注入量を増やし、ＩＶＨを終了抜去とした。
ＩＶＨ？／１が１６時残量２００ｍｌになってしまっていた。その後ゆっくりと滴下した。
ケアレスミス
注意する
ＩＶＨ１５００ｍｌ内に塩モヒ２０ｍｇ入りの患者様で１７時にラウンド時、残９５０ｍｌあり０時更新と思い 申し送りとカーデックス記入もれ。薬局への伝達もれ。
確実な申し送りと、カーデックスへの記入。
残量を８０ｍｌ／ｈに調節。２２時３０分にカルテ記入中「ＡＭ７時更新」と記入されていた。申し送り
板をよく見たら、６ー６。と記入あり。申し送りなく、カーデックスの記入もなかった。ＩＶＨのラベルに
も０時に投与と印字されていた。塩モヒの依頼伝票も０時になっていた。気づいた時点で残４５０ｍｌ
をＡＭ６更新できるよう滴下を調節し直した。この時すでに翌日のＩＶＨは準備されておりＩＶＨ内に
塩モヒは混注されていた。
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具体的内容
ＩＶＨ－Ｒのヒューバー針（クアンプ中）を患者が自己抜去した。ＡＩの方はデガダームをはがしてい
た。。夜間、｢ＡＩに対して、これ何かしら,はずせないの、テープが痒い｣などの発言聞かれていたの
で、この時点で抜針すべきであった。幸い、逆血なし、つまりはなしで,主治医によるフラッシュ施行
した
ＩＶＨが１本ペースに変更となり点滴速度も遅くなっていたが 前日までの２本ペースと思い込み滴
下速度が速くなり勤務交代後看護師が残量が少ないことに気づき 血糖測定すると低く血糖コント
ロールと身体状態の観察が必要となった

背景・要因
患者の心理状況､理解力の判断の誤り

改善策
点滴終了時に抜針するプランに変更した

申し送りでＩＶＨ１本ペースになったということを知っていたにもかかわらず２本ペースになっている
と思いＩＶＨの滴下をしていた 患者は状態が悪化している状態で血糖にむらがありコントロールが
軽いような状態であったにもかかわらずヒューマンが時間量よりも多くて入ってしまったことで低血
糖となってしまった
IVHカテーテル、抹消ルートの事故抜去
アルコール離脱症状を予測し、点滴ルートの考慮
IVHカテーテルを留置していたが、自己抜去していた。
老人において、IVHを留置する場合の自己抜去を予測できなかった
IVHカテーテル留置、夜間はロックをしている患者で以前よりIVHに使用しているシルキーポアを触 痴呆あり、IVHカテーテルの固定を以前からよくさわる行為があった事に対する対策が充分できて
りはずす行為が何度かみられていた、0時もIVH気になり訪室するが入眠されていた、2時訪室時 いなかった。
IVHカテーテルが露出、シルキーポアーを外して触っていた、IVH挿入後からの出血なし。
ＩＶＨから高カロリー輸液を約８００ミリリットルを２４時間で滴下している患者。本来であれば、１０時 看護師Ａ，Ｂ、Ｃの速度調節ミス。患者はリハビリのため院内を積極的に歩行しており、看護師Ｃ
前後に点滴ボトルを交換するのに、事故当日は看護師Ｂが速度調節を誤り、２時間３０分早く、７ は、患者が廊下を歩行中に速度調節をおこなった。そのため、ベッドに臥床したことにより、注入
時３０分に終了してしまった。そのため、１０時開始の点滴が７時３０分から開始となり、看護師Ａは 速度が速くなった.。
翌朝１０時までの速度調節を行った。その後日勤帯では看護師Ｃが速度の調節を行っている。に
も拘わらず、1４時半には点滴が終了してしまった。.
ＩＶＨが自然に抜けていた
非定型精神病、胃潰瘍出血でＩＶＨ挿入入院
ＩＶＨが入っておりＰＮ2号とＫＮＭＧ500mlでキープされていた。時間指示で前者を60ml/hr後者を IVHはPNツイン2本でキープされることが多いため、滴数を途中で変更しなければならないことが
80ml/hrで実施のところ、IVHの滴数調節エラーが多いためすべて輸液ポンプを使用していたの
忘れられてしまった。
で、滴数変更するのを忘れ、時間より早く終了してしまった。また、次の夜勤の看護師も滴数チェッ
クを怠った。患者への影響はなかった。
ＩＶＨしている児。医師よりソリタＴ３Ｇを時間３ｍｌで持続するように指示あり、シリンジポンプで開始 医師がヘパリンを混入する指示を出し忘れた。 指示を受けるときに看護師は、シリンジポンプで
する。夕方伝票整理をしている時に、閉塞予防のためのヘパリンを混入する指示がなかったこと いくということの方が考えを占めて、ヘパリンの混入のことまで気が付かなかった。 今までは、ベ
に気付く。医師に報告し、ＳＴ３Ｇ５０ｍｌにヘパリン０．０５ｍｌ入りの輸液に交換する。点滴チューブ テラン看護師が多く暗黙の了解という部分があって、指示がなくても看護師が気を利かせて医師
は閉塞していなかった。
に確認して、ヘパリンを混入していた。
IVHで高カロリー輸液中の患者様。PNツイン1号2本でキープであった。21時に2本目追加。深夜勤 当事者不明の報告であった。点滴実施の責任の所在が明確でないことは、注射業務のマニュア
務者がラウンド（1時30分ころ）すると、残量が100mlくらいしかなくなっていた。BS353と高め。脈拍 ルの不備もあるのではないかと思う。
116回/minと早め、呼吸状態・Bpの変動はなし。当直医Consultし、朝まで残100mlで何とかキー
プ。朝方BS170であった。意識レベル変化なし。
IVHと点滴ルートの接続部位が外れて血液が逆流していた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ＩＶＨにてインスリン持続注入患者の経管栄養施行のため訪室。ＩＶＨ、シリンジポンプを確認する 上記訪室の1時間ほど前にも1度訪室しているが確認はしなかった。本体とコンセント接続部が正
と、ポンプの電源がＯｆｆになっていた。コンセントは抜けておらず、本体とコンセントの接続部は支 しい状態で差し込めないまま常時使用していた。電源がＯｆｆになった原因は不明。使用していたポ
柱台固定金具の関係でややななめになっていた。（以前より同じ状態）残数計算すると、30分から ンプは以前より修理、点検を繰り返しているものであった。
1時間以内でポンプが作動していなかった様子。ただちに主治医に報告。指示通りのままポンプで
続けるよう指示あり。以後も患者の状態に変化みられず。
IVHにて持続点滴中の患者の2本目の点滴にインスリン8E混注するはずがしなかった。次の勤務 注射準備中、中断業務の後、確認せずにそのまま実施。 作業中断をどう避けるかかが問題。
シフトの人が発見
ＩＶＨにネオフィリンを入れなければならなかったのに 入れ忘れてしまいその日の深夜看護師が ＩＶＨが調材してあがってきてから 処方箋を確認したつもりができておらずネオフィリンがあったこ
次のボトルを作る際にカートに残っていたネオフィリンを発見 そのことにより深夜看護師より電話 とを見落とした
があり事故が発見された
ＩＶＨのテープの固定部から切断されていた。
ルートが引っ張られた可能性
ＩＶＨのバッグ交換時に、同姓者のＩＶＨバッグととり間違え交換した。その後，ＩＶＨ中止指示がでた マニュアル行動が行えているか確認するチェック体制の不備 患者にも確認していただくことのア
ため、ＩＶＨ抜去の介助中に、バッグの氏名が違っていることが分かった。
ピール不足
ＩＶＨのルートの確認不足で閉塞を起こしＩＶＨの入れ替えをした ルートの観察が不十分であり漏 確認不足
れていたことに気付くのが遅れ早期に対応できなかった。
ＩＶＨの一時中止に伴いヘパリンロックをしたが、その後３日間ヘパリン生食の交換を忘れていた。 ヘパリン生食の交換をしなければならないことの知識がなかったためワークシートに入力せず
チューブの管理ができていなかった。３日間他の看護師も気がつかなかったことも問題である。
ＩＶＨの自己抜去
リピーターのためミトン、抑制等行っていたが、つい状態が落ち着いていると思われ抑制解除した
時。
ＩＶＨの自己抜去（ソケイ部）
認知障害あり、ミトンはしていた。
IVHの切り替え時、２ルートで流さないといけないのに、１ルートにしてしまったが、他のスタッフが 不注意と確認不足。
すぐ気付きやり直した。
ＩＶＨの側管より、ミリスロールとドブトレックスを行っていた、ミリスロールは専用の延長チューブを 知識不足、観察不足。4時間ごとにチェックリストで点検しているが発見できていなかった。
使用しないといけないため薬剤科よりルートと共に払い出しているが、ルート交換時間違えて普通
の延長チューブを使用しているのを、薬剤交換時に気づく
ＩＶＨの側管より５％Ｔｚ他の輸液20/ｈで指示があった。15日にルート交換をしていた。○月17日の 知識不足/観察不足何人かの看護師が関わっているが気づかなかった､チェックリストの記載はあ
輸液交換時に残が200mlのこっていた。(毎日10時に交換しているので、残はないはず）おかしいと るが実際は見ていなかった。
のことで医療安全に相談、担当者により輸液用ルートがポンプ用でないことの指摘を受ける。点滴
にはチェックリストがあり時間ごとに確認サインはあったが、輸液用の点滴セットがついていないこ
とに気づいていなかった。
IVHの点内にケタラール100mg追加の指示が出た。ラベルに記載する際に、10mgと記載してしまっ 確認不足
た。 次勤務者が申し送りの際に気付く。記載を正しく直した。
IVHの無菌調剤を薬剤部にて実施し、ラベルを貼るときに、本来２４時間で実施すべき輸液に１２ ・薬剤部における確認不足 ･看護師の確認不足
時間と書いてしまい、看護師も気がつかず１２時間で実施した。
IVHの輸液交換時、輸液にセットの針を刺そうとするが刺せず、針先が破損していた。輸液のゴム ・輸液セットの材質の問題 ・輸液セット1週間使用
栓内を切り裂き調べたが、破損のかけらは見当たらなかった。本来輸液セットは1週間に2回交換
するが、1週間使用していた。IVHなので輸液交換頻度は少ない。
ＩＶＨポートから抗がん剤や抗生剤を注入していた患者｡退院時、インフルエンザの注射のみ行っ スタッフ間の業務分担､連携､情報共有化の問題 業務チエックの甘さ
た。前日で点滴は終了しているため、ポートは抜針されていると思い込み、又、家族が早くから来
て､更衣もすませていたため、ポートのことに気が回らなかった。15日後に再入院となり発覚した。

ひとつのことを業務的に行ってしまうのでなく 確認を十分にする 何度も確認をするようにし早い
段階で誤っていることに気づけるようにしていく ＩＶＨの時間ふりとの確認やラウンドごとに患者
の状態とＤＩＶの滴下を意識してみていくようにする
アルコール離脱症状の時を事前に予測し夜間のIVHの管理を徹底する。(ヘパリンロックなど)
IVHのラインを固定する。
IVHの固定方法を統一して患者が触らないよう工夫する。高カロリー輸液からPEGへ変更する場合
も痴呆や患者の状態を考慮し早く実施できるよう医師、家族へも働きかける。
患者が自宅へ帰っても高カロリー輸液を行うならば、家族の了解を得て在宅用ポンプを早めに導
入する。看護師各自は連携を強くし、点滴の管理にあたる。

１．ＩＶＨ挿入時のパッキング剤の検討。２．穿刺部の定期所毒、固定状態確認。
Drへ依頼し、時間指示ではなく、全体量24時間キープの指示へ変更していただいた。（70ml/hr
キープ）また、看護師も誤差を防ぐため、残量の確認をし、滴数調節する。切り替えの時間に残量
が100ml以下であれば切り替えて、残を破棄する。
医師は、必要である時には、指示簿にヘパリン混入を記載する。 看護師も、医師に確認して指示
を受ける。
高カロリー輸液実施時は輸液ポンプを使用することを徹底。

巡回ごとに接続部位のチェックをする
別のポンプに変更する。訪室のたび機器の作動状態の確認を行う。配線の位置を考慮する。

作業中断中というカードの携帯を検討中
基本にかＤＩＶ合わせの時はしっかりとカルテ処方箋 ＤＩＶ本体を確認する ＩＶＨが薬局で調剤して
から薬剤部からくるというような先入観 思い込みを勝手にしない
ゆとりをもったチューブの長さを確保
確認できているか、点滴台に標語をつける
１：ルートの観察は刺入部からボトルまで確認する。 ２：接続部は布団の中でなく、外に出し訪室
時皆が見れる工夫をする
看護師経験が長くても、初めての処置については他の看護師に確認する。
抑制介助の判断を一人でなく確認を。（リーダー、医師、師長とも）ＩＶＨ以外の栄養法の検討。
下肢の制限も必要、見回り、不穏時点滴中止し、ルートの確保
確認方法のマニュアル化 新しいスタッフへのオリエンテーションの充実
学習会、必ず確認する
注射の準備室にポンプ用セット使用の明示

記載事項をしっかり確認する。
･薬剤部の監査システムの強化 ・看護師の呼称･指差し確認の強化
・輸液セット1週間に2回交換 ・輸液セットのメーカーに提言
退院時チエックリストにドレーン、ルートなどとチエック項目があるが，具体的に『Ｖポート』と記入す
るよう指導した。

ＩＶＨポートのフラッシュの指示があり、ヘパリン生食で流し確認した後、ヘパリン５ｃｃでロックする 初めての処置だったので、他の看護師についてもらうか手順を確認するなどの教育的配慮に欠け 初めての時は必ず，指導をつけることにする
べきところを更にヘパリン生食で流してしまった。看護師本人は知識はあり，意味もわかっていな ていた
がら、思い込みで行動した。
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具体的内容
ＩＶＨメニュー確認で注射のラベルにはＮａＣｌと記載されており注射箋には補正用ＮａＣｌと記載。現
物は１０％ＮａＣｌが準備されていた。注射をつめる際不安に思い主治医がいたため確認１０％Ｎａ
Ｃｌとのことであった。
IVHより０時更新で持続点滴を行っていた。しかし、本日より12時更新と変更になっていた。19時に
輸液確認したところ19時の時点で700ml落ちており、300mlしか残っていなかった。患者様の状態
には、変化無かった。
ＩＶＨより点滴を輸液ポンプ使用にて、１日２本していた。側管からの点滴があり、その間本体の輸
液量を減らしていた。更新時に滴下が減量になっていることに気づかなかった。時間予定より遅れ
た。
ＩＶＨルートがダブルルーメンであったのに気づかず、別ルートからいくはずのレミナロンを本ルート
から投与した。
IVHルートの固定部から切断し、点滴ボトルからルートがはずれ、点滴スタンドが倒れている状態
を発見する。 その前に不穏が見られたため車椅子での見守りや鎮静剤の投与を行っていた。つ
なぎ服も使用しようとしたがサイズがなかった。
ＩＶＨルートの自己切断。少量出血。
IVHルートメインボトル1本にてキープしていた。血糖のバランスが不均衡にてスライディング施行
中であった。本日、点滴を継続し、計算を実施したが早めに終了してしてしまった。血糖測定後、イ
ンシュリン施行しているため、経過観察となる。
ＩＶＨルート見ると三方活栓同士の接続が緩み液漏れし、閉塞していた。
ＩＶＨルート部途中で引きちぎられていた。両上肢抑制していたがひっこぬくようにして外れていた。
主治医に報告。ガイドワイヤーにてＩＶＨ再挿入。
ＩＶＨをソケイ部から挿入され、転倒の既往があるため歩行時は知らせることと説明してあったが、
１人で歩行してしまい廊下にて転倒した。点滴スタンドが倒れ、ボトルも割れ、前額部から出血し患
者は立ったままいた。点滴ルートが蘆に絡まったと答えているが絡まるだけの長さは無く、原因は
はっきりしない。前額部は縫合し対処した。点滴スタンドのキャスターの動きが悪かったことも影響
か？
IVHを再三引っ張る行動が見られていた。14:30頃、放室時に観察すると、両上肢抑制のままで、
右大腿のIVHを引っ張っている状況を発見。IVHカテーテル残5cmの状態で抜去となる。Dr指示に
て末梢より開始となる。
ＩＶＨを始めたばかりだった。トイレからの帰り長くしていたルートを跨ごうとして殿部より転倒する。
背部に擦り傷ができた。

背景・要因
確認不足。

改善策
注射箋の確認をきちんとおこなう。

勤務交代時のダブルチェックが行えていなかった。また、自然滴下であり訪室時の輸液速度の観 ダブルチェックの徹底 訪室時の輸液速度の観察
察・調整ができていなかった。
担当のＮｓから、引きついだ時に滴下の減量を聞いていなかった。時間になり、あわてて更新し
た。ポンプの積算量は変更した。

輸液の時間設定の引継ぎを確実にする。

どのカテーテルが使用されているのかが、正しく情報収集されておらず、カテーテル管理に問題点 レミナロンの単独投与が望ましいことを、認識することと、どんなカテーテルが入っているのか、正
がある。
しく情報収集すること。
不十分なセデーション?(検討されていないため不明)、他の看護師に報告や協力を得ていない。 3人の夜勤体制であり、フリー業務の看護師やリーダーナースに患者状況を報告し指示を受けた
り、協力を得るようにする。医師を交えたセデーションについての検討会を行う。他の代替法がな
い場合は、家族に対して説明し、医師の指示の元つなぎ服を使用するなども検討する。
夜間せん妄状態。
ＩＶＨ切断不安患者様点滴中止。昼夜逆転あり昼起きていてもらう。
思い込みと計算ミス、観察不足
点滴棒を2本に増やし、作業しやすい環境にする。
業務手順の確認
訪室ごとにルートに異常はないか確認する。
・４回目（気管内チューブ２回・ＩＶＨ２回）で不穏の強い患者。抑制することで更に不穏増強傾向あ 抑制方法を変えた。チューブ類の見えないような方法。必要に応じてルートロックも考える
り
・物理的な環境や設備上の問題点 ・医療機器の保守点検の問題点
・キャスターの定期点検 ・患者にあった環境の検討（部屋の位置など）

業務、労務体制上マンパワー不足

１時間毎の観察。適切なIVH抜去の時期を医師と相談。

部屋のトイレに段差が約１．５ｍある。 点滴スタンドをトイレに上げなくて良いように、ＩＶＨのルー 羞恥心に配慮しながら、点滴のルートなどが見えるようにし、声をかけながら確認する。 段差の
トを通常より長くしていた。 看護師は患者様が便座に座るまでを確認せず、扉を閉めてしまった。 解消はハード面で困難だが、病院側に働きかける。 ＩＶＨのルートを垂れないように輪ゴムで支え
る。
ＩＶＨ更新後、63mL/hで滴下すべきところを15滴/hと思い込み、計算間違いして滴下していた。４時 思い込みによる行動
ダブルチェックの励行
間後に発見し、滴下数を計算しなおした。
ＩＶＨ高カロリー輸液が１３００ｍｌ／２４Ｈが１５時間で注入されてしまった。
滴下速度の確認の仕方
滴下速度が変わることがあるので頻回に訪室する。
ＩＶＨ高カロリー輸液が２時間で５５０ｍｌ、血糖６９ｍｇ／ｄｌ
せん妄状態、患者が点滴のクレンメに触った。
１．患者の状態で点滴に触れられないような工夫。２．輸液ポンプ使用。３．家族の協力。４．６０滴
１ｍｌの点滴セットしよう。
ＩＶＨ施行中で、途中輸液を確認したが、準夜帯看護師より点滴がなくなっていること指摘される。 業務手順確認
輸液量のチェック。
ＩＶＨ施行中の患者。朝まで持続する輸液が、１９：００頃終了してしまった。
滴下速度の調節ができていなかった。
持続点滴の場合は、時間毎にチェックし調整する。輸液ポンプの使用も検討する。
IVH持続の患者。ガスターを眠前に注射する指示が出た。それに気付かず、注射薬も準備してあっ 注射伝票の確認不足。vdsの意味が分らないままに施行した。
注射伝票は準備時、施行前には必ず確認する。 疑問に思った事、分らない事は確認する。
たため朝施行してしまった。Drの指示には「ガスター２０mg×vds」と書いてあり、vdsの意味が分ら
なかった。
ＩＶＨ持続点滴の患者。6時～22時にアミノフリード１０００ｍｌ＋プリンペラン＋パントール、22時～6 注射実施時のダブルチエックがなされていない 本人の思い込みによりインシデント
注射マニュアルの遵守を指導した。
時アミノフリード５００ｍｌ＋ザンタック２Ａの指示がでていた。ＢＯＸ内から出した際、５００ｍｌと１００
０ｍｌを間違えた。注射箋の上の段にアミノフリード５００ｍｌ＋プリンペラン＋アタＰ１Ａの指示があ
り、既に止めとなっているのに、そちらをみまちがえてしまった。
ＩＶＨ自己抜去
高齢者、理解困難
オムツに触っても抜けないようにする。ミトン、つなぎ着の使用。
ＩＶＨ自己抜去
痴呆状態
ＩＶＨの固定状態の確認。患者様のミトン、抑制の検討
IVH終了時、フルカリック1号の小室のストッパーが折られていなかった。
確認不足。
個人の認識、意識というか個人レベルの問題。自己確認の徹底をはかる。
ＩＶＨ設定は21ml/hrであった。日勤看護師から準夜勤看護師へ、23ml/hrと申し送られたため、設 カーデックスおよびカルテの確認不足。
申し送り内容だけで行動せず、自分でもカーデックス、カルテを確認する。
定を変更した。（カーデックスには21ml/hrのままであった。）日勤看護師が深夜勤務に来たとき
に、申し送りミスであったことが判明した。
ＩＶＨ挿入している患者が入浴時挿入部の濡れを予防するため、オプサイトを貼用した。入浴後
・院内事故防止教育の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・挿入部固定方法の検討 ・業務手順・ルール、チェックの方法についてサイド確認、とスタッフへ
ルート接続のためオプサイトをはがそうとしたところ、粘着が強くはがれなかった。鋏で隙間を作ろ
の周知徹底
うとしたところ、ルートまで切ってしまった。
ＩＶＨ挿入し一日５００ｍｌ２本で輸液管理している患者が不眠を訴え、指示の薬剤をルートの側管 ・新人等の院内事故防止教育の問題点
・患者に持続点滴が必要かの判断を医師と確認し早期に判断する ・新人教育の見直し
から注入した。そのとき滴下をあわせず部屋を出てしまった。２時に患者からコールがあり１本目
の点滴が空になっていた。患者に変化はなく次の輸液で管理した。
ＩＶＨ挿入処置時にナースが医師より指示された１６Ｇ（７０ｃｍ）カテーテルを渡したが、予定より長 医師指示に対する確認とダブルチェック実施の問題点
医師指示に対する声だし確認と医師とナースによる現物確認実施
く挿入してしまった。
IVH挿入中の患者のルート交換する際、固定用テープをはずすためにはさみを使用したが、誤っ はさみ等の危険物取り扱い、ルート確認の忘れ
ルート確認方法の徹底、はさみ等の危険物の使用に関する注意の徹底
てIVHのルートの根元を切断してしまった。偶然IVH抜去時期であった。患者は説明により納得され
た。
IVH挿入中の患者で，呼吸状態が改善してきており，活気が出てきていた。カルテより危険行動に 危険行動注意の記載を見たにもかかわらず，訪室を1番先にしなかったため。
危険行動のある患者は特に頻回訪室する。
注意が必要と記載もあった。10時15分検温のため訪室するとIVHを自己抜去していた。抜去部より
出血はない。Dr．に報告し本日は再挿入せず，経過観察することとなる。
IVH挿入中の患者で朝頃から不穏があった．看護師間でも、不穏がありIVHの自己抜去が予測さ 不穏が強く，ナザーレなどすぐはずす行動が見られていたが，抑制帯はしていなかった．
ルートの固定を布ばん等でしっかりする． 不穏が強い患者には，前もって家族に許可を得て抑制
れる為IVH挿入部の固定をしっかりするよう声をかけあっていた．ルートをテガダームで固定した．
させてもらう．
16時15分頃モニター上SPO2低下あり，訪室するとIVH自己抜去していると日勤看護師より報告受
ける．Drにその旨を報告し，IVH再挿入した．
IVH中で22:00更新予定であった。21:30観察時、予定通り滴下していたので、他看護師に依頼し休 休憩に入る前に依頼した看護師にきちんと依頼していない。
原則として、INHは輸液ﾎﾟﾝﾌﾟを使用する。
憩に入った。22:30頃、患者のｺｰﾙで放室。IVHがすでに滴下していた。ﾍﾊﾟﾘﾝ生食にてﾌﾗｯｼｭする
が開通せず、医師に報告後、食事も食べていると言うことでIVH注射中止となる。
IVH調製時ビタミンの室を開通せず、そのまま患者に接続した。投与開始６時間後に他の看護師 確認不足、ダブルチェックの不遵守
ダブルチェックの遵守
が発見し、直ぐに開通した。
ＩＶＨ点滴時、ビタミン、アミノ酸等が１パックになっている、フルカリックの点滴開始時、ビタミンの 精神科病棟ではハイカリを使うことに慣れていなかった。
１．ハイカリや使い慣れていない製剤を使用しない。２．初めて、またわからないときは主治医に確
パックを開通する事を知らなかった。
認、主治医が知らないものはなるべく使用しない。３．救急時等は薬剤部に確認。
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具体的内容
背景・要因
改善策
IVH本体を１６０ｃｃ破棄してからビタミン剤を混入する指示であったが、破棄せずに混入した。主治 指示内容を確認できていなかった。
指示を確認する。
医に報告し、混入した物から１６０ｃｃ破棄した。
IVH輸液を2４時間で持続するようになっていたが、準備する際、12時間のつもりで速度調整をし ・薬剤部の確認不足・看護師の確認不足 ・訪室時の観察不足
・薬剤部におけるダブルチェック ・看護師が準備する際、注射箋との照合できちんと確認する
た。薬剤部から輸液に貼ってあるシールにも12時間持続と書いてあり、ミスが重なった。
ＩＶＨ輸液を４１滴／分で持続中、少し遅れ傾向のため60滴／分で調整したが、その後の観察が不 注射薬管理の責任である受け持ち看護師が朝の多忙時に観察を怠った事 24時間持続である 輸液ポンプを使用し、且つ経時的観察を行なう 予定時間との差があり調整した場合、その後の
足したため、予定より8時間早く入ってしまった
が、輸液ポンプを使用しなかった
観察を必ず行なう
IVH留置中の患者。ディプリパン投与によるセデーション中であった。両上肢抑制していたが、安全 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・安全帯使用時、緩みがないか観察する。 ・セデーション中、意識状態を確認し評価する。
帯が緩んでおりIVHに手が届いてしまい、自己抜去していた。約１ｃｍ皮内にカテ先が残っていたた
め、当直医へ依頼し抜去した。
ＩＶＰ１０分立位撮影を、フォトタイマなしで撮影、すぐにフォトタイマにて再撮影。
事前確認を怠った
撮影する前に再度コントロールパネルの条件を確認する。
ＩＶＰのため、造影剤注入用の静脈を確保することを患者さんに説明し、痛みや気分不良があれば 知識不足
造影剤注入後、何度か逆血を確認しなければならなかった。
伝える様、又穿刺時針が太いため痛みがあることを伝える。１８Ｇ翼状針にて穿刺。翼状針のルー
トの１／４くらい逆血があったため、駆血帯をはずし、造影剤を注入。痛みがない確認しながら注
入していくが、２０ｃｃは言ったところで、患者が痛み訴えられたので、すぐに抜針。患者には、造影
剤がもれていたかもしれないことを伝え謝罪する。
Ｋ２シロップを内服させたが、小児科で注射で行っていたので内服しなくて良かった。パスが未記 転入時、申し送りの内容をワークシートに記載せず次の勤務者に確実に伝達されなかった。
小児科から戻ってきたら、検査済のものはチェックリストでチェックする。
入だったため作成し、Ｋ２シロップの欄を消さずそのまま使用してしまったためＫ２シロップの処方
を出した。
ＫＣＬ＋ノボリン入りの高カロリー輸液の滴下調節を誤り、残８００ｍｌのところ、２００ｍｌになってい 薬剤に対する知識が不十分。ＢＰコントロールに気をとられ、ＩＶＨ滴下調節、確認不足
観察点、薬剤の投与に関する再指導
た。患者は、血圧が変動し、ヘルベッサーを側管から増量しつつＩＶＨを滴下させたため、調節が上
手くいかなかった。ＤＸの低下もなく、主治医に報告しラクテックを追加した。
ＫＮ３Ｂ５００ｍｌ＋メイロン１Ａを１日６本の指示があったが１日４本と勘違いをして１本６時間終了 確認不足
指示シートをしっかり確認する。
するように計算して指示書に時間を鉛筆でメモしてしまったために１日４本の速度で実施され１４時
間後に他の看護師から１日６本の指示であることを指摘され間違いに気付いた。医師に報告し６
本入るように調整した。
ＫＴ３９．４℃の発熱があり、抗生剤変更後の血培がのこっており、採血があったが、申し送りの内 初回発熱時血培を取り、指示の継続指示の抗生剤投与をするが、抗生剤投与後の発熱も再度血 ミスが無いように、どう伝達していくことが良いか検討していく。 医師の指示の出し方も検討しても
容を確認し忘れ、解熱剤投与をしてしまい血培をとり忘れてしまった。
培をとる決まりとなっているが、患者の状況が日々変化している中で口頭とワークシートのメモに らう。
よる申し送りがされている。 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点が考えられる。
ＫＵＢ撮影時、下部防御用の鉛板が入っていたため、腎臓部が少しかけた。位置が悪かったため 撮影前の確認ミス
照射野を点灯したとき念のため鉛マスクにさわって見るべきであった。
もう１枚撮影させていただきますといって、再撮した。
Ｋのｷｯﾄ製剤を０．５ｷｯﾄ調剤の指示だったが、全量を調剤した。調剤時に気が付き正しい量で調 ｷｯﾄ製剤を導入してはじめての調剤だった。 調剤のルールが理解されていなかった。 そもそも 新しい薬品を取り扱う場合は、事前に学習を行う。 半量にすることが困難な製剤は指示受けの
剤しなおした。
ｷｯﾄ製剤で０．５ｷｯﾄの調剤は困難。
段階で医師に相談する
Ｋ処方マニュアル施行中の患者の透析開始時にＮａ/Ｋチェックをせずに透析を開始してしまった。 作業の中断
穿刺の介助につく際は、最終確認を確実に行うように注意すれば防げると思う。
45分経過後、技師によるＣＥチェックで気付きその時点でＮａ/Ｋ採血し、カリウム3.49ｍＥｑ/Lだっ
た。Ｄｒへ報告し、開始45分経過しているし、月曜日まで中2日あるという事でカリウム値を上げる
必要はないのではないかと指示あり。その後もＫ処方せずに透析を施行した。
ｋ様の点滴を接続後、ｙ様の点滴ワゴンの上からもっていった、本来指示のラクテックと抗生剤に 注射をつなげる際には患者さんのもとに行く前とつなげる直前に注射伝票を使用し確認しなけれ 患者様のベットサイドに行くさいとつなげる直前には、注射伝票を使用し声に出して確認する
対して注射伝票を患者の元に持って行かず、名前のみの確認だけで済ませてしまった、一緒に
ばならないところを、祖の確認の動作が行えていなかった。
持っていたｋ様用のフェジンに対しては確認したつもりで、ｙ様のものと思いこみ側管からつなげラ
クテックと一緒に落とし始めた。その後すぐに担当医による回診があり、指示とは違う点滴がつ
なっがっていること指摘された。発見が早かった為、フェジンはほとんどｙ様に入っておらず、ルート
内の薬剤は注射器により引いた。ｙ様に気分不快等見られていない。
LC・HCCの当患者に、FFP２E施行。１５分後の、副作用チェックにて訪室すると、全て終了してい 数日前より、特に夜間は痴呆症状が進んでいる患者であった。NH3の数値も上昇傾向。本日、精 不隠言動のある患者の場合、頻回に訪室する必要がある。特に、点滴を施行している場合はその
た。患者の状態変わらず、VS変動ないことを確認し、主治医に報告する。
神科も受診している。以前もFFP施行中に自分で点滴ルートをひっぱったりとしたことがるため、患 注意を常に心がける必要があった。場合によっては看護師の目の届く所に移動させたり、抑制も
者が自分で点滴を触った可能性も考えられる。しかし、今回は妻の前でFFPを開始するときに速度 考慮していく。また、特に輸血や急激投与により危険を生じるような薬剤を投与する時には、刺入
や終了時間について妻と共に説明している。当日の本人の言動も比較的しっかりしていた。その 部の角度や滴下速度には十分注意が必要であった。通常の慣れから、このくらいで大丈夫であろ
ため、やはり自分がきちんとあわせたつもりの速度が速すぎたことが考えられる。また、前腕に血 うという気持ちがあったように思う。
管に刺入していたが、角度や体動で速度が変化しやすかったのかとも考えられる。
ＬＤＬＡ中、グリセレブ２００ｍｌ、１０％ＮａＣｌ使用のところ、グリセレブ内にＮａＣｌを混注をし忘れてい 点滴のセッティングは、技士が先に行なっていた。ダブルチェックは技士と行ったが、慌てていたこ ダブルチェックは、指示書、注射処方箋、薬品を見て行う。
た。終了時、ＮａＣｌが残っていることに、技士が気がつく。ＬＤＬＡ中、血圧下降はなく経過する。
ともあり、点滴確認時に空アンプルがあるか確認をしていなかった。
LDL吸着治療の患者に5％ブドウ糖10ｃｃ中にコアヒビターを100ｍｇ使用するところ、5％ブドウ糖 計算間違い思い込み
他のスタッフに再計算してもらう
10ｃｃ中に50ｍｇ使用した。
ＭＡＰ ２単位にメインと併列で（２０ｍｌ／ｈ）２１時４０分に追加与薬する予定が、冷所から出してい 日勤リーダーからの申し送り時に、あとどのくらい残っているのか、どこに保存されているのかをき 申し送られたときに残量はどのくらいあるのか、どこに保存されているのかを確認する。見回り時
なかったため実施しなかった。
ちんと確認しなかった。１９時の見回りのときに、積算を確認し、指示のトータル量との差を確認し には必ず残量と時間とが合っているかを確認する。また、積算と、その日のトータル量を考え、適
なかった。 １時ごろ終了すると申し送られた後に、見回りをし残量と時間が合っているかの確認を 切かを判断する。
しなかった。
ＭＡＰ２単位を２１時４０分に追加与薬（２０ｍｌ／ｈ）する予定が、時間に間に合うように冷所から出 見廻り前に、新卒ＮＳにＭＡＰの残量をチェックするように伝えたが、追加に合わせて冷所から出 経験がないものなどについては言葉で伝えるだけでなく、出来ているのか実際に確認する。
していなかったため与薬しなかった。
すように伝えていなかった。新卒ＮＳに輸血の経験がほとんどなく、注意し確認すべきだった。ま
た、私自身が残量をチェックするようにしていたら、一時的であるがＭＡＰを止めずにすんだ。
ＭＡＰ４Ｅの指示があり、４Ｅが４００ｍｌと勘違いした。２名の看護師でチェックしていたのにもかか 知識不足・知識誤り・間違い報告・思い込みが重なった。
知識不足・再学習を再度指導する。
わらず、後日他の看護師から指摘されるまで気付かなかった。
MAPがくるまでECUMを行いMAPがきたのでHDに変更した。その際、濃度異常がでた為、器械を MEが濃度異常の後の対応が未熟であったため。看護師が機器を立ち上げなおした後のチエック 除水などもう一度いれ直した際は必ずWチェックをしてもらう。もう一度立ち上げる際は、シリンジが
立ち上げなおした。立ち上げなおす際、器械が初期値に戻ってしまった。開始の際、チェックが抜 が不完全であった。
0.1になることを頭にいれておく必要がある。またバイタル測定時は機器のチェックを確実に行なう
けて、フサンの1Ｈ量が初期値のまま0.1でいっていた。ECUM変更の確認の際、気付く。
よう心掛ける。
ＭＡＰとＦＦＰを返却する際、同じ箱に入れてしまったためＭＡＰを一本破棄させてしまった。
取り扱い方法が十分に理解できていなかった.。また、慌てていた為、確認することが出来ていな 取り扱い方法を十分に理解する。慌てていても、他のスタッフなどに確認する。
かった。
ＭＡＰを２日間に分けて１日２単位の指示であった．初日，ＭＡＰを回診医とＷチェックを行いＭＡＰ ・2日間にわけて行うＭＡＰが，１枚の伝票に一日分として依頼されていた・施行した看護師は，２ 医師とＷチェックする際は指示書も一緒にWチェックする．輸血マニュアルを徹底する．輸血を１本
を開始した．ＭＡＰは２袋に分かれていたため，回診医には一度に両方のチェックを行ってもらっ 袋きていたが，病棟で輸血の保管は行わないことになっているため両方とも本日分であると思い のクロス採血で2日以上依頼する時は，必ず1日1枚の伝票で記載してもらう．
た．しかし，そのＭＡＰは１つ2単位のＭＡＰであったため，計４単位を１日で輸血してしまった．2本 込んでしまった．・Ｗチェックを行った医師は本日は２単位であることを確認せずにサインをした．・
目を追加した際は，追加時に医師に連絡はせず，看護師のみで施行した．主治医が夕方，使用し 2本目を追加する際，看護師のみで施行した．・輸血の指示を出した医師は，１本のクロス採血で
た輸血伝票をみて4単位施行したことに気付いた．患者に副作用はなかった．回診医とはその日 ２日分のＭＡＰを依頼できることを知らなかった．指示を受けた看護師も疑問を持たなかった．
のＭＡＰは２単位であることをＷチェックしなかった．
ＭＡＰを輸血セットに接続詞等とし、針でＭＡＰ本体に穴を開けてしまった。
ＭＡＰと輸血セットの接続は多少難しい。 いつも行っている作業である為気のゆるみがあった。 気を引き締め注意を払いながら作業を行う。
ＭＡＰ施行の口頭指示が出たことをリーダーから言われ、「２単位行ってください」と伝達されたが、 輸血実施のマニュアルを遵守していない 業務手順がわからないまま、思い込みで業務をしてい 再指導の徹底 マニュアルの遵守
メモを取らず、輸血伝票（クロスマッチ）を見て、それが指示だと思い込み、他の同僚看護師にＭＡ る
Ｐとクロスマッチ、患者名、血液型の照合をダブルチエックで行い、４Ｅ施行した。翌日、リーダー看
護師が記録をみて誤りにきずいた
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具体的内容
MCTオイル開始となっていたが、確認不足で投与しなかった。 当事者がカルテ上で指示を受け、
調乳箋に記載した。その際に、オイルが開始となっていることに気付いていなかった。指示をダブ
ルチェックしたかったが、周りに人がおらず、とりあえず患者の元へ行く。しばらくしてダブルチェッ
クをしようとするが、すでに調乳箋は調乳室に持って行ってあり、ミルクも部屋に届けられていた。
その後、14時の哺乳をいつもどおりに行なった。当事者は勤務終了後もオイル開始となったことに
気付かなかった。 準夜Nsも、カルテと調乳箋を確認しチェックを入れているが、気付かず。深夜
Nsが気付き、担当医に連絡、報告し、２時の哺乳時からオイル開始となる。
ＭＤＬの検査結果を聞きに患者が受診した際、写真の名前が違うことに医師が気づいた。以前か
らのＭＤＬの所見がカルテに記載されており、本人の写真であることは間違いがなかったが、検査
時に放射線技師がカードを入れ間違えてしまい、別名で焼き付けられてしまった。
MEより、月曜日に透析を行うとの連絡が病棟看護師に入り、日勤者が夜勤者に申し送り後、主治
医に月曜日は透析ではないことの報告を受ける。
ＭＫ、リンパ節転移、全身状態、筋力低下も認められる患者。２４日、ＰＴＣＤ挿入試みたが胆管拡
張不良のため、２８日に改めて、ＰＴＣＤ挿入することとなっていた。 毎日、妻が朝食時から消灯
近くまで付き添われている。患者自身は理解力良好。 今回、妻の不在時、床頭台の引き出しの
中から手鏡を取ろうとし、頭部から転倒しそうになり、手をついたが床頭台に頭をぶつけたとのこ
と。 妻からの情報が入り、判明する。 ２４日（ＰＴＣＤ当日）１３時に前投薬（硫アト、アタラックス
Ｐ）施行されていた。その夜、眠前２１時頃にアモバン１Ｔ内服されている。翌朝（２５日，５時頃）、
転倒しかけたており（患者報告）、体力低下しているため、単独で行動をとる場合は必ず、ナース
コールを利用するよう、重ね重ね説明していた。
ＭＫで入院中の患者。ＩＶＨより栄養中であるが夜間、発語による不穏あり、ハルシオン0.125ｍｇＰ
Ｏした。その後、入眠されていたが巡視時はＩＶＨ入ＯＫであったが、朝（6：50）自己抜去を発見した
こと。
MMGにおいて、フィルムを裏返しにセットしたため、次の患者を撮影する際に、再撮影となった。
MMK術後化学療法中の患者が吐き気、食欲低下で入院。統合失調症にて他の精神科から薬を
処方されていた。他院持ち込み薬を看護師が預かり看護室管理としていたが、セットし忘れ無投
薬であった。患者に異常行動出現し発見された。内服開始後落ち着いた。

背景・要因
カルテの指示受けをした際の確認不足。 ダブルチェックの際の確認不足。

改善策
指示受け、ダブルチェックの確認を確実に行う。 勤務の最後に、全ての指示受けについて、再度
確認する。

チェックの仕方。確認不足。

複数でチェックする。

指示の確認をせずに誤った情報を伝えてしまった。

透析予定日変更等、看護師への伝達は、主治医から直接指示を受けるようにする。

事故発生は勤務者の交替時の慌ただしく、部屋周り直前の時間帯。 ２４日（１３時）のプレメディ 外傷部のチェック。主治医へ報告。 単独行動時は必ず、ナースコールを利用するように説明。
の施行、眠剤の内服。 ナースステーション近くの部屋への移室も以前から提案していたが、患者 （筋力を使っていないこともあり、筋力が低下しているので危険） ナースコールを押すように妻を
の意向もあり、現在の部屋で様子を見ていた。
通して、患者へ重ねて説明。 ナースステーション近くの部屋へ移室を検討（患者拒否） ナース
コール利用徹底の説明。 必要であれば、了解の上で、ベッド柵４個設置。

ハルシオンＰＯでも途中で覚醒し、自己抜去した。関連病院からの転院患者で転院する際に既にＩ 説明して理解ができる患者でも夜間になると無意識に体に付いているものをわずらわしくチューブ
ＶＨ入っており今までミトン等による抑制を必要としないと思って行っていなかったこと。
類を外してしまうことがあり、衣類（抑制類）等を工夫してチューブ類には手が届かないようにする
こと。
確認不足
確認
当院では他院からの持ち込み薬については薬局で管理することになっているが当病棟では持ち 持ち込み薬については回収した後は薬局管理にする。
込み薬が少ないことからその手順が浸透していなかった。（病棟師長会すら忘れていた）また、配
薬カートの上に缶に入れられ「残薬あり」としかかかれていなかった。少なくても1週間以上は放置
されていたと思われる。何人もの看護師が携わる中で誰も気がつかなったのか、疑問。薬を回収
してきた看護師がはっきりしないところにも職場の危機意識の低さが見受けられる。
MR,TR,AR,P-DVR TAP,サルコイドーシスにてCHF PVE S/Oにて○/6PCCUより転入患者。 本 転入時の指示受けのときに、週間処方投薬画面にて頓用薬を確認してしまった。その時にGEの GAシンチ時の前処置（排便処置）についてスタッフの間での共通認識をもつ必要があり。情報共
日○/717時ごろガリウムシンチ終了。夕方病棟にてPtより浣腸やるって言われたけどやるの？
に処方袋表面に書いてある特記（○/7GAシンチ前処置）を見落として指示受けをしてしまった。ま 有意識付けを図っていく。また転入の際に関わらず頓用指示にて処方が出ているときにはPC上の
と、RI後に聞かれ処方箋確認したところ、ガリウムシンチ前処置として昼にGE60mlの指示が出て た定期内服確認時、頓用薬の欄まで確認せず、PC上の特記表記を見落としてしまっていた。 さ 特記に注意し指示受けを行う。さらに薬が病棟へ上がってきた時には頓用薬処方袋にも注意を払
いることに気づいた。
らに、GAシンチ検査でありNSの知識確認不足により前処置の意識が頭の中に入っていなかった い特記指示を見落とさないようにする。
ことが重なって起きてしまったと考える。
MRIから帰室時に微注入器にてペルジピン注入中の患者に、微注入器をつけた際に作動している 確認ミス
充電により作動していた為、患者には影響はなかった。 決められた確認項目を再チェックする。
事は確認したが、コンセントを差し込むのを忘れた。（補充電源により作動していた）
ＭＲＩで造影ありの患者の予約を３０分枠でとっており放射線科より注意された。
ケアレスミス
ＭＲＩ造影ありの場合は、１時間枠でとる様に気をつける。
ＭＲＩのアンギオの為、翼状針を挿入した。両腕を上げた際に腕が曲がってしまい、造影剤を注入 患者管理不十分。
造影剤ではすべてサーフロー針とする。
する時点で患者が痛みを訴え、造影剤が漏れたのが明らかになった。
ＭＲＩの結果2～3日の入院加療となり、入院時採血、ＥＣＧ，胸部Ｘ－Ｐのオーダーが出た。患者に 案内カードのチエックを怠ったことが原因
確認作業の徹底を指導した
案内カードを渡し、検査の順番を腑って説明したが、2番からスタートし、採血未実施となってしまっ
た。それに気付かず、病棟に送った。病棟で未実施に気付き施行してくれた
ＭＲＩの検査の時に造影剤の間違える。
造影剤の種類があるため確認を怠った。
造影剤のマニュアルを作成する。
ＭＲＩの検査をオーダーする際、患者が聴覚障害で補聴器をつけていることを検査室に伝達しな ＭＲＩ検査前のチェックシステムの不備。伝達ミス。
事後対応を充分に行い、チェックシステムの改善に努める。
かったため、患者は補聴器をつけたままＭＲＩ実施。補聴器が故障した。患者から「聞こえにくさ」の
訴えがあり判明した。補聴器の動作を確認。聴力検査を実施した。
MRIの指示が出ていたが、確認を誤り、検査を行わずに外泊させてしまった。帰院後患者に説明 指示箋の見落とし、確認作業の不備
患者確認、指示箋の確認の徹底、マニュアルの徹底
し、MRIの検査を実施した。
ＭＲＩを受ける患者に対し、医師よりホリゾン１Ａ筋注の指示が出ていたが、放射線科技師がホリゾ 常にカルテ、処方箋にて確認するルールが定まっている（運用されている）のに、それを守らな
ルールの再確認と徹底。 読みにくい字があれば、また、疑問を感じれば必ず確認をする。
ン１Ａ静注との口頭による発言を受けた、看護師は薬品、用法を復唱確認し施行した。 検査開始 かった。
２分後、技師が間違いに気づいた。 主治医に報告、注意深く検査を行ったが患者に変化は診ら
れなかった。
MRI依頼であったが同意書の段階でボルトが上腕骨に入っているのがわからず、問診の段階でわ 検査依頼医師の確認の不足。注意事項の説明等を怠ったため。
今後、検査時のインフォームドコンセントを充分行う。
かりレントゲンで確認を行った。が非磁性が否かわからずＭＲＩは中止した。患者はＣＴを撮影し
た。
MRI検査があり、検査まで絶食になっていたが、患者に説明不足で、病院から出ている食事以外 前日、検査の説明不足。 患者も痴呆があり理解不足であった。
痴呆とか理解不足の患者には、観察強化する。
で、食事を摂取していた。主治医に連絡し、問題ないとのことでMRIを施行した。
ＭＲＩ検査の承諾書を提出していただくよう看護師が患者へ伝えたところ、「自分はそんな書類はも 医師が患者に検査の説明をする際、必要に応じ承諾書を依頼するルールになっているが、この医 インフォームドコンセントを行う上で、承諾書のような書類を誰が患者に渡したかを確認する方法を
らっていない。この病院は医師と看護師の連携がなっていない」と激怒された。
師がＭＲＩ検査に承諾書が要ることを知らなかった。医師と看護師で取り決めをしていても、うまく 決めかねている。また、スタッフの誰が見てもわかる書類収集のチェックが入れられる方法を考え
行かないケースが多々ある。
る必要もある。
ＭＲＩ検査後操作画面の体重入力をしたところ、患者ＩＤ入力に入ってしまいそのまま画像を転送し 確認不足
忙しい場合でも転送前には再度入力内容を確認する
てしまった。修正し再度転送した
ＭＲＩ検査時、搬送用モニターと輸液ポンプを取り外したが、医師が外したディプリバンの点滴セッ 確認不足
急いでいても落ち着いて対応する。 モニターの波形に頼らず、患者様を観察して実測する。 血
トにクレンメがされていなかった。ＭＲＩ終了後、ディプリバンが空になっている事に気付き残りの１
圧モニターだけでなく心電図モニターもつけていく。 医師にもポンプの使用方法を熟知してもら
０ｍｌが全部入ってしまった事に気付いた。血圧を観察するために搬送用モニターにＡラインを急い
う。
で接続した。しかし、あわてていたため搬送用モニターにＡラインをＣＶＰ圧ラインの場所に接続し
た。波形がでないため心停止だと思い心臓マッサージを救命センターに戻るまで約５分間実施。
戻ってから病棟のモニターにつなぎ直したところ血圧の波形がでているのに気付きＣＶＰの圧ライ
ンに接続していた事に気付いた。
MRI検査時に磁性のある物品を装着したまま検査前室に患者を案内した。
医療器具の知識不足、医療器具に記載されている注意事項が小さく読みにくかった
同様の機種で磁性のない物品を導入した。
ＭＲＩ後、口から出血ありと、患者がうったえた。医師の指示のもと婦長がたいおうして、納得の上 不明
不明
帰ってもらった。原因は不明。
ＭＲＩ室へＪバックドレーン留置中の患者さまをＪバックを付けたまま搬送してしまった。検査室から 知識・認識の不足
同様のことが起こらないよう確認。
指摘を受け取り外す。
ＭＲＳＡ(＋）の検査箋であったが、それに気付かずカルテに貼付、翌日他の看護師が発見し、個 ほかのことに気を取られ、検査結果の内容まで目を通していなかった。
集中して、一つ一つのことに責任を持って検査箋を貼付する。
室隔離となった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
MRSA患者の食事、朝・昼は栄養士がビニールに入れて、別にして、下膳することになっている
患者の管理面
下膳の時は食事カードを見て食べているか確認してから下膳するようにする。
が、当日の朝いつものように下膳した。 あまり食べてないと思ったが、確認せず下膳、実はまだ
食べていなった。担当者より厨房に連絡があり食事を作り直して提供した。
ＭＲＳＡ検査のために医師が培養容器に淡を採取し提出依頼を受けて提出したところ、容器の患 ・マニュアル不遵守 ・医師と看護師の連携不足
・マニュアルの遵守および患者氏名確認行為の習慣づけ
者氏名が無記名であることを確認しないまま提出し、検査科より連絡があり、発覚した。
ＭＲ検査において、患者がストレッチャーより自分でごろごろと検査台へ移動し定位置に付いた。 技師の確認不足。入れ歯は確認するが、補聴器までは意識していなかった。
患者の身の回りの金属類は十分に、すべて確認作業をすること。
入れ歯がないことを確認して、ヘッドホーンを着用してガントリに入りかけたとき、患者から補聴器
を付けていると訴えがあった。すぐにはずしてもらい検査を施行した。検査終了後補聴器のスイッ
チを入れて確認したが、一応聞こえるとのことで破損していないと思われるが、様子を見ることとし
た。
MSコンチン 60mgを本来投与する患者ではなく、同室の患者に間違えて投与してしまった。本来投 チェックした後、与薬しにいく途中に他の患者に対応したため、間違えてしまった。
チェック後は、薬に患者氏名を記入する。
与すべき患者から内服していないことを連絡があったため判明。直ちに主治医に連絡し、対応し
た。
ＭＳコンチン（１０ｍｇ）の処方で、オーダ錠数（１日４錠）と麻薬処方箋の錠数（１日２錠）が異なって 麻薬処方箋とオーダ内容のチェックが甘かった。
あわてて調剤に取り掛からず処方箋のチェックをきちんと行う。
いた。正しい処方錠数の確認すべきところを、麻薬処方箋の錠数で調剤してしまった。監査、看護
師の確認でも是正できず病棟にてオーダの錠数（１日４錠）で与薬していた。後日、看護師により
発見され、投薬量は正しいことが分かった。不足錠数を追加調剤した。
MSコンチン20mg与薬すべきところを40mg与薬してしまった。申し送りでは、20mgへ変更になったこ 確認不足。薬の内容の把握不足。
薬の変更を受けたら必ずカルテで確認し、与薬量などきちんと把握する。薬の変更時理解がある
とを聞いていたが、内服させる時点で20mg入りの袋が２包用意してあったのをそのまま渡してし
患者には説明をしておく。
まった。消灯過ぎてから間違いに気付き、すぐに主治医報告し呼吸状態などの観察を1時間毎に
行った。
ＭＳコンチン３０ｍｇ６錠／２×Ｎ ７日分処方のところＭＳコンチン６０ｍｇ６錠／２×Ｎ ７日分を調 日直帯で業務繁忙。確認不足
薬剤師が一人の場合は看護師とダブルチェック
剤した。 看護師が配薬する際単位が違うことに気づき患者への投与が避けられた
ＭＳコンチンの持込があり直ちに薬剤部保管とせず病棟の金庫に保管していた。残薬確認はして 薬剤保管の確認
中止となった指示は明確に記載する。医師の指示は、口頭でなく必ず指示を記載してもらう。麻薬
いたがカーデックスをよく見ると「中止」と書かれていたことに気付かず与薬してしまった。異常な
は持ち込み確認後中止なら必ず薬剤部預かりとする。
し。
ＭＳコンチン錠60、126錠を136錠で調剤
暗算間違い10×9+4×9で4×9の36で取った
麻薬は、合計錠数を処方箋に記載して調剤する。
MSコンチン錠を内服していたが、内服困難となったので、アンペック坐薬に変更の指示が出た。14 食後等の多人数に与薬する時間帯以外の与薬時刻を担当者の記憶のみに依存していた。
記憶以外に何らかのマークを検討する
時に内服の支持であったが、他患者の処置を行っていて、与薬を忘れた。15時30分に気付き、遅
れて与薬した。
ＭＳコンチン内服中の患者の麻薬伝票を紛失。（前日はカルテポケットに入っていた）
確認不足
病棟内で薬品・伝票管理の徹底（手順・ルール遵守）
ＭＴ自己抜去してしまう方だったので，ミトンを着け，毎回注入していた．それでも，抜いてしまうた 抑制をはずすことは無理だと思っていた． 観察不足． 抑制がゆるかった．
絶対大丈夫はないので，よく観察，何度も観察する． 抑制が必要な方は，それで安全にしている
め，抑制させていただいたが，抑制をはずし抜いていた．
ので，抑制中きつくないかなどだけでなく，はずせないようになっているかも確認する．
MVIをIVHメニューで誤って２本処方してしまったが、そのまま訂正せず、薬剤が準備されかけた。 薬局からのコールがあったが、その場にはコンピューターがなく、処方変更を忘れて怠った。薬局 処方した後に確認を行う。薬局でのチェック機構について再検討する。
すでに、注射器につめていた。その結果、MVIが１本無駄になった。
でのチェック機構がない。当事者の確認が不十分であった。
ＭＶＲ後の患者様。末梢から持続点滴中。１１時に抗生剤の点滴を側管から開始した。しばらくし 発熱が続き患者様の注意力が低下していた。 点滴刺入部とインターリンクとの間が、患者の動き 患者の動きにあわせてルートの長さを調整する。 患者の状況をアセスメントし早めに対策をと
て家族より血が出ていると報告あり、確認すると輸液セットがはずれ逆血していた。ルートを体の の割りに短かく体の下に敷きこみやすかった。 ロック式のセットを使用しなかった。
る。 抗生剤の点滴もロック式を使用する。
下に敷きこんでいた。輸液セットをロックつきに替えて再開した。
ＮＣあり，訪室するも、患者は看護師の来るのを待たずに，一人歩きして杖を取ろうとして転倒す 患者の理解力不足によるもの
ナースコール再指導。
る。痛みなし。外傷なし。
胃管カテーテルの固定がゆるんでいたのでテープを貼り替えようとしたが他の児の処置を先に
観察不足 判断不足
固定がゆるんでいるときは早く貼りかえる。
行っていた所自己抜去されてしまった。
胃管カテーテルを自己抜去しているところを発見した。ラインを抜く動作はなかったが、会話が少し 観察不足
頻回に訪室し観察する。 会話が成り立たなくなった時点で抑制等も考慮すべきであった。
成り立たなかった。手術をしたことや、場所はしっかり答えることが出来た。
胃管カテーテルを自己抜去しているのを発見した。
判断間違い 理解されていると考えて抑制等の措置は行っていなかった。 観察不足
患者は理解できていると思っても理解されていないこともあるので十分注意して観察する。 傍を
離れる時は抑制をさせていただく。 ラインの必要性を繰り返し説明する。
胃管カテーテルを自己抜去してしまった。
抑制が不十分（体が下がってチューブに手が届いた） 観察不足
抑制が必要な患者様には効果的に抑制をする。 頻回に訪床し観察する。
胃管カテーテルの固定がとれかかっていた。
新人看護婦の教育がいきとどいていない。
胃管カテーテルの必要性、固定方法の勉強会
胃管カテーテルを交換する際、１２０ｃｍのガイドワイヤーの準備を忘れて標準のガイドワイヤーを ガイドワイヤーの必要性、使用方法などを把握していなかった。１２０ｃｍのガイドワイヤーの準備 ガイドワイヤーの使用方法・必要性を把握する。必要物品を確認できるチェック票を作成する。
準備していた。医師も交換途中で気が付いたが、このまま行けると思い、作業をしたが、無理だと を忘れていた。ＮＧを切れば使用できると思い込んでいた。
気付き、１２０ｃｍのガイドワイヤーを用意して再度チューブ交換を実施した。
胃管カテーテル挿入中の患者であった。家族から訪室すると、チューブを抜いていたのですがと報 特に、不快を訴える事無く経過していおり、抑制帯などの対応はしていなかった。
チューブ挿入当日であり、状態の理解不十分。患者は自己抜去という予測は考えられた。抑制帯
告受ける。
などの対策が必要であった。
胃管カテーテル注入前にＢＳチェックをし忘れた。終了後に気付きＢＳチェックをしたら、インシュリ 忙しくてＢＳチェックを忘れ胃管カテーテルを注入してしまう。
部屋にＢＳチェックありと紙を貼るようにした。 注入前に確認すべきです。
ンの追加があるが 科長に報告して様子を見る事にした。
NICUからGCUへの移動時、移動した看護者2名でクベースの温度が31.2℃、器内酸素23％に設 ベット移動の際に、観察板を確認して環境温、湿度、酸素濃度の設定が正しいか確認することが ベット移動の際には観察板を見て環境温、湿度、酸素を確認していく。必ず、酸素、加湿は入って
定されていることを観察板を見ながらダブルチェック行った。この時、湿度が設定されていたことの 必要だった。環境温、酸素は確認したが、湿度がかかっていたことに情報収集不足で加湿に対し いたのか確認していく必要がある。患児の体重は2000ｇ未満で、35週という週数からも体温管理
情報収集不足のために湿度の設定と確認を怠った。移動時、加湿器に蒸留水が用意されている て無意識だったために湿度の設定を怠ってしまったことが原因の１つである。また、勤務帯の終わ のために加湿をかけていくことが病棟では決定しているので、加湿を設定しなかったことに疑問に
ことを確認したが、この時なぜ水が入っているのかと疑問に思うことができなかったため、加湿を りで環境温、酸素、加湿が設定通りであるか確認していく必要があるが、この時に観察板を深く観 思うべきであった。また再度、ベット移動のマニュアルを理解した上で確認を確実しながら行ってい
設定しなければいけないことに気づくことができなかった。日勤終了時、クベース温、酸素が指示 察しておけば加湿がかかっていないことを早期発見できたかもしれない。また、移動の際に加湿 く。
通り設定されていることを確認したがこの時もまた湿度が55％に設定しなければいけなかったこと 器に水が入っていたことを確認したときに、なぜ？ということに疑問をもてれば加湿を設定する必
が頭になく、確認を怠ってしまった。準夜帯の受け持が20時に湿度がかかっていないことに気付 要があることにも気付けたかもしれない。
き、指示通り55％に設定してもらった。その後の観察で患児の体温に影響はみられなかった。
NICUにおいては、通常エスポーの皮下注射は、1週間に２回月曜日と木曜日に行なわれている。 確認不足 思い込み
注射箋には木曜日だけである事がはっきりとわかるように赤でアンダーラインを書き注意できるよ
しかし当患者は体重が少ない為１週間に１回の注射の指示が出ていた。朝エスポーの指示を拾う
うに工夫した。
時に木曜日のみの指示が書かれている事に全く気付かなかった。その為、エスポーを吸い上げ配
布してしまった。トランスポートナースが配布し、受け持ち看護師と確認したが、患者のところでの
確認も物と容量の確認のみとなり、医師も曜日まで確認しなかった為、投与されてしまった。その
為、次回の投与の木曜日は飛ばす事となる。
生食１００ｍｌ＋ノイロトロピン＋ソセゴン３０ｍｇのＤＩＶ指示がでていた。注射準備を他の看護師が 準備と実施者が違う。注射準備、実施マニュアルの逸脱
注射準備、実施マニュアルの遵守を指導
行い、ＮＡ１００ｍｌにノイロトロピン１Ａは混注し、ソセゴンは混注されていないというマーカーの印を
二人で確認し準備された。私は、そのボトルを持って患者に施行してしまった。（ソセゴンは1本出し
カートには準備されておらず、鍵のかかる引出しに入っており、使用時はノートにも記入する仕組
みとなっている）
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具体的内容
ＮＳ５００＋ＦＯＹ２０００ｍｇ ２１ｌ／ｈ Ｔ：４２０ｍｌを ○月３１日１２時１５分から翌月○月１日８時
に持続点滴与薬する予定が、実施しなかった。
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背景・要因
改善策
点滴を開始した時点で、点滴セットのクレンメがクランプになっており、薬剤が投与されていなかっ 機械（点滴ポンプ）がついていると、異常をアラームで知らせてくれる為に、過信してしまっている。
た。自動ポンプはついており、閉塞アラーム音なし。積算量も増えていた。点滴の残量が減ってい 観察という基本がかけていた。点滴を観察・確認する時は、点滴残量・積算量・投与量・ルート・ク
ず、おかしいと思い、クレンメがクランプされていたことに気付いた。機械がついていたため過信し レンメ・三方活栓・挿入部と一連を見るべきである。
ていたことと、ルート類の観察不足であった。三勤務で看護師がかかわっていたのに、発見が遅
れた。
NSTを装着する指示が出ていた。その後の深夜帯への申し送り時にNSTの紙が無いのに気がつ 指示が出ていたのに、つけた用紙が申し送り時に無いことに気がつかなかった。 申し送りが無 必ず指示を確認し、指示が施行されているかにも気をつける。 医療機器の設定を行う際には、指
かなかった。他のスタッフが患者様との話の中で夜間NSTをつけていないことが分かった。
かったことに疑問を持たなかった。
差し呼称を行いながら設定の確認を行う。
Nsコールがあり、訪室すると患者が床に座っている。ポータブルトイレからベットへ移動の際、尻も 日中はポータブルトイレの移動も見守りから介助要するが、患者の認識不足も考えられる。Ns
患者の認識不足や遠慮が考えられる場合は、訪室に声掛けするなども必要だと思われる。
ちついた。どこも痛くないとのこと。
コールすることへの遠慮等考えられる。
ＮＳコールがあり訪室すると、患者が床に座り、床頭台からビニール袋を取り出している。落ちたの 精神症状のため、患者がNSコールを押しても、何で押したか覚えていないこともある。
なぜＮＳコールをしたのか忘れている患者も多いため、声かけして安心を促す。何かしてほしいこ
ではないとのこと。下肢痛、腰部痛、訴えなし。
とがあればＮＳコールをするよう話す。
Ｎｓコ-ルあり訪室すると家人よりベッド上に坐位になって少し目を離した時ベッドよりズリ落ちて右 家人が出来ると思い介助したが、負担も大きく支えきれなかった。
トイレ介助時など、活動する際は必ずＮｓ介助としＮｓコ-ルしていただくよう説明し同意を得る。 看
足をねじったような感じになったと報告あり。観察すると右足背軽度熱感と赤みあるも腫脹はなし。
護師ももうすこし配慮するべきであった。
痛みあり。Ｄｒ報告し経過観察となる。家人には、腫脹出てきたり痛み増すようであればＸーＰ撮る
よう説明していただき納得される。右足背にシップ１枚貼り経過観察する。
ＮＳステーションで夕食分の経管栄養後の内服を（夜勤者が確認したもの）30ｃｃのディスポ注射器 作業場の狭さ教育不足
内服の確認手順の見直し
にとかしていた。薬袋の名前とディスポ注射器の名前を照らし合わせ用意していた。全員分の内
服をとかした後夜勤者１名と私で経管栄養と与薬をした。３名の患者に接続した後、夜勤者より「Ａ
さんの内服あった？」と聞かれた。全員分の内服薬と経管栄養を乗せたワゴンにＡ氏の内服薬の
ディスポ注射器がなかった為、内服はといてないと思い込んでいた。すぐに夜勤者がゴミ箱より薬
袋を見つけてくれ残りの内服を確認するが、夕食後の内服のある患者分のディスポ注射器はあ
り、Ａ氏のディスポ注射器だけがなく、他患者の内服と混入して内服をといてしまった事に気が付
いた。その後夜勤者が内服を作り直し他の内服は破棄した。（以前病院では３人の看護師で確認
していた。現在では２人で確認しているが容器から内服をといて内服薬をつくり、注入する際１人
で行っている。今まで経管栄養と内服注入は日常的に行っていたが今回の方法で行ったのは３回
目である。この病棟に来てまだ患者様の状態や名前と顔が一致しない状態である。その為ディス
ポ注射器の容器（内服をとく）があまっていた時点で確認する事や他の看護師と一緒に内服を作
るなどが必要である。）
NS管理の内服薬を昼前にトレイに出すときに夕食後薬を間違って出してしまい与薬した。
トレイに出したときに、もう一度したが夕食後薬が出ていることに気づかず確認が不十分であっ
他者にもう一度確認してもらう、チェックリストを作成し確認する。
た。
ＮＳ室に誰もいない時に、患者Aがカウンターを上って入ろうとしたところを患者Ｂがそれを注意す 排尿介助中であり職員が看護師室に誰もいなかった。カウンターは、いつもオープンになってい 病棟の機能などを考慮すると移動も検討されるべぎてある。カンファレンスを持ち最善の処遇を考
る。しかし、とめようとしてもＡには聞き入れられず、Ａ氏をＢ氏が引き下ろす。そのときＢ氏はＡ氏 て、誰もいなくなってしまう場合は、シャッターを下ろすべきだった。殴られた患者様はトラブルが絶 える。
の左側口唇の部分を殴った。Ａ氏は、口唇に裂傷を負い尻もちをついたとのこと。そして、他患者 えず、精神症状からか聞き入れられる状態にない。患者の病状に病棟機能があっていない。病棟
様が気づいて、排尿介助中であった自分に報告しにきた。他患者様によると「Ａ様が悪かったんだ 移動の検討が必要であった。
よ」とのこと。
Ｎｓ室前にて観察中であったが自分で柵を外してしまい転倒してしまったところを発見する。22:45 不眠のため、眠剤を服用していた患者の理解と観察が不十分であった。
・夜間、おむつ交換に回っているときは看護者が1つの部屋に入り 込んでしまわないように気を
本人より不眠の訴えあり、屯用の眠剤を処方中であった。発見後も寝息を立てて入眠中．Ｄｒより
配る。 ・頻回に巡回をする。 ・夜間の排泄パターンの把握に努める。
経過観察の指示あり。BP154/94mmHg。P54。頭部クーリング施行。
NU STEPに移乗する時に、手が滑って、ぶつかり、前腕部の皮膚がむけて出血した。
手を置く位置が悪かった。
安全に行えるように、手の位置を確認する。
Ｏ２ ３Ｌ ４０％インスピロンにて投与中であった。レスピレーターより２日前から離脱し、レスピ
二股のバルブを外した後の接続がきちんと行われていなく、きちんと確認をしなかった為おこっ
つけかえる際に接続をもう一度手で確かめ、Ｏ２が流れているか目と耳で確認する。
レーターを返却する際、バルブを一度外しつけた際にしっかりバルブが入っていずＯ２が投与され た。
ていなかった。午後の見廻り時に、インスピロンの蛇管内への水滴がなく、加湿温度を調整しよう
とバルブ付近を目でたどった時に気付いた。１１時に経管栄養が開始され、その後吸入やベッドを
さげる際は他ナースが行っていた。Ｓ２Ｏ２ ９２ー９３％、９５％あり気付かなかった。
Ｏ２カニューレ接続忘れ
確認不足
入浴後着替えと一緒に枕のそばに置く。Ｏ２吸入中であることを全職員が把握する
OGTT検査は問題なく終えたが、トレーランGを飲む前に，定期指示であった血糖測定を行わず、 OGTT検査の検査方法に気をとられ，血糖測定の時期を変更することを考えていなかった。
トレーランＧを飲む前に血糖測定することにきずければよかった。また、確認のためにも他スタッフ
いつもどうり７時に血糖測定したことで正確な値を知ることができなかった。また、医師に確認せず
にも聞くべきであった。血糖が高い時点で，食事を待ってもらい医師に確認すべきであった。
食事を食べさせてしまった。患者は症状等無かったが、昼も血糖測定することになった。
ＯＨＰへ行くためカフをＡｉｒから蒸留水に入れ替えて連れて行ったが、迎えは他ナースが行ってくれ ＯＨＰより帰室後は、蒸留水からＡｉｒに入れ替え、カフ圧を確認することとベッドサイドに注意書きが どのような理由があっても勤務の最初と最後は自分でカフ圧を確認すようにする。
た。訪室すると着替えなども終わっており、カフも水→Ａｉｒになっていた。そのまま準夜に送り、準夜 あったにもかかわらず、カフＡｉｒを入れ替えたナースも受持ちである自分も圧を確認しなかったた
がカフ圧を確認したところ４０ｍＨｇと高かった。
め。
ｏｎ ｃａｌｌ予定手術の術前輸液が未実施なのを、術後に医師より指摘された。
（電子カルテ）小児科では輸液指示をフリーコメント欄に記載することが多いため、他病棟に長くい 病棟の特徴を把握
た看護師は慣れていないため、間違える
ＯＰＥにてラボナール使用。終了後気付くと使用期限が２ヵ月前に切れていた。 ＯＰＥ中問題なく 薬品の期限を確認するシステムが決められていない。 誰がいつ確認するか？
薬剤の定数を決める。月末にＯＰＥ室係が薬剤カートを薬局におろし、薬剤の数、使用期限の確
終了。
認を薬剤師が行う。
OPEの際、使用する輸液を保温庫にて加温していた。輸液追加時、輸液が熱すぎることを指摘さ 大量に輸液や生食を加温した際、設定を上げたまま元に戻さなかった。保温庫のスイッチを入れ 使用前、後の設定温度を確認するように話し合いをした。また、赤テープで通常設定温度を表示し
れ気が付いた。保温庫の設定温度が45℃になっていることに気付かずに保温していた。
る際、温度設定のところを確認しなかった。
た。
ＯＰＥ後、８時間毎にラインクルト２Ａ靜注を１日３回の指示があり、１４時に靜注施行。翌日、他看 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
薬剤のダブルチェックの徹底。残量のチェック
護師より残量が合わないと指摘をうけ３Ａ施行したことにきずいた。
ＯＰＥ後、ドレーン（ＣＢＣ）からの血液が700ｍｌになったら返血するように医師より口答指示を受け 教育不足
徹底
ていた。この時、排液（血）開始から返血まで6時間以内に行わなければいけない事も医師に言わ
れていた。その後医師が来棟、600ｍｌの時点で返血ＯＫとなり、Ｄｒと伴に返血の準備をした。返血
開始は看護師（自分）が行った。看護師の血液である為、ＭＡＰとは違い滴下もそれ程遅くなくても
大丈夫とわかっていたが、最初は様子をみる為あまり早く落としていなかった。しかし開始後、6時
間以内に返血し終わらなければならないという事を忘れてしまい調節していなかった。跡で医師が
見に行った時に残がまだあり、6時間以内に終わりそうに無いことがわかり時間内に入るところま
でとなり、50ｍｌ程破棄する事になってしまった。
ＯＰＥ後0日で夕方から流動食開始後に胃痛、嘔気、嘔吐（食物残渣少量あり）出現し、医師に指 口頭指示マニュアルの不徹底
徹底
示を受けようとコールした。口答にて医師よりボトルにプリンペランと指示を受けた。その後先輩に
確認してもらわずにボトルをソリタだと思ってしまい、ソリタＴ3にプリンペランでＩＶしてしまった。その
後Ｄｒが病棟に来られ、ＤＩＶ指示入力時に間違いと判明した。
ＯＰＥ後の患者にエピドラが入っており、回診時に抜去してもらう様にと、送りでは聞いていたつもり 口頭指示を出す習慣受ける習慣
口頭指示マニュアルの遵守・徹底
だったので回診で抜去してもらったが、主治医がその後来棟して抜去するのは”液が終わったらと
いう事だった事がわかった。エピの液には塩モヒがはいっており、まだ残っていた。（残液は伝表と
ともに薬局へ返品）
OPE後の鎮痛目的でカルテホルダー内の手術指示表の指示どおりにボルタレン座薬（５０mg）を１ カルテホルダー内の手術指示表の指示ボルタレン座薬（５０mg）と電子カルテの指示疼痛時のボ 指示の変更や確認の手順の徹底
個挿入する。 その後、電子カルテで指示を確認すると疼痛時のボルタレン座薬（２５mg）となって ルタレン座薬（２５mg）が違っていたのが原因 指示の運用時の優先順位の徹底がなされていな
いて間違いに気づく。 患者の血圧低下なし疼痛軽減する。
かった
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具体的内容
背景・要因
Ｏｐｅ後パスでは２日目の回診後食事開始となっているが、１日目の回診時に確認し許可をもら
確認不十分
い、昼から食事を開始してしまった。
OPE後リカバリーで観察中、不穏症状が見られていた為注意をしていたが、バイタルサインチェッ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ク時IVHチューブを引きちっているのを発見する。
OPE室ポータブル撮影において、パラメータを間違えて出力。訂正し再出力。
確認不足
ＯＰＥ室胸部ポータブル撮影において、検査箋にフィルム枚数を書き間違えてしまった。通常半切 同時に他のＯＰＥ室の部屋にて他の部位の撮影があった。
１枚のところ大４ッ２枚と記入してしまった。（このとき同時に他のＯＰＥ室の部屋にて他の部位の撮
影があり、その方と間違えてしまった。）照射録整理時に発見し訂正した。
Ope出しの際チェックリストに沿って確認しながら申し送りを受けていた。チェックリストでは承諾書 患者用説明書 診療録用説明書 承諾書が３枚つづりになっており、全て同じ物と間違いやすい。
済にチェックされていた。しかし、説明書にはサインはあったが、承諾書にはサインは見られなかっ 承諾書があるだけでチェック済みという感覚がある。 オペ出しをした看護師の確認が不十分で
た。入室していた患者に記入してもらうように頼むが患者自身は「書いた！」と言い張られていた。 あった。
医師よりこれも書いてくださいと再度説明され、記入される。
ope前に踵部への発赤を避ける為に、踵にジェルマットがあたらないように枕を入れた。その断端 体外循環をする症例であり、循環障害が考えられる。
部で発赤になったと考えられる。押してみて色の戻りはあった。
Ｏｐｅ前の抗生物質ＤＩＶを準備する際、注射指示箋に書かれているＤＩＶと用意されているＤＩＶが 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
違っていた。すぐに気付き、作り直してから滴下した。準備したのは前の勤務の深夜のフリーだっ
た。
OPE当日、患者の状態をチェックしたら臍処置をしていなかったので、オリブ油で柔らかくしてから 患者の状態を確認したまでは良かったが、朝の６時から日勤との交替時間まで忙しいため、すっ
除去しようと、オリーブ油を垂らして、ガーゼで保護しておいた。 そのことをすっかり忘れ、OPE出 かり忘れてしまっていた。
しをしてもらう看護師に臍処置が途中だということを言わなかった。 そのまま、OPE室に入室して
しまい、OPE室に迷惑をかけた。
Ｏｐｅ当日に貼付しなければならないフランドルテープが前日貼付されてしまった。
確認不足
ＯＰＥ二日前に中止するジゴキシン薬の説明を怠った為、一日余分に飲んでしまった。入院時に中 病棟の取り決め事項に中止薬のある場合は、残薬を合わせて渡しておくことになっていたが、そ
止の指示があったが、口答で説明したのみで終わり、残薬合わせをしなかった。そのため母親は れを怠った。
いつまで飲むのかあやふやなまま飲ませていた。結果、前日のみ中止できなかった。医師に報告
後中止とし、ＯＰＥは予定通り行えた。
ＯＰＥ入室時間（ＯＰＥ前前投薬時間）はＯＰＥ室から連絡がくる事になっていた。ＯＰＥ室より連絡 思い込み
がくる前に前投薬を施行してしまった。すぐ麻酔科に報告し、Ｄｒ「わかりました」と返事いただきまし
た。※Ａｕｓ（ＯＰＥ室）後のｏｎ ｃａｌｌ入室
ＯＰが終わった患者様の家族に終了したことを伝えるのを忘れており患者さまの家族が「まだです 患者家族への配慮不足。
か？」と詰め所に聞きに来られたので気がついた。
ＯＰにてIVH挿入され、ＯＰ後より欠食にて、ハイカリ投与となる。既往に糖尿病があり、生食
流量の確認不足。1.5cc/ｈと思い込んでしまった。
50CC+ヒューマリン50ｕを1.0cc/HにてIVHより投与されていた。9時BS測定指示あり226mg/ｄｌにて
13時より1.2ml/ｈの指示あり、変更する。18時内科Ｄｒより1.5CC/ｈになっていると指摘あり。点滴更
新時に無意識にダイヤルを回し、確認を怠っていた。血糖206mg/dl。本人気分不快など訴えず。
Drに報告し問題ないと。1.4ｃｃ/ｈに変更の指示あり変更する。
OP患者の前投薬の指示が指示簿に記載されていた。しかし注射指示がオーダー入力されていな ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
かったため、前投薬はないものと思い込んでいた。そのため医師への確認をせず、OP室へ搬入し
てしまった。OP室看護師より指摘され、前投薬の指示が出されていることに気がついた。
ＯＰ決定後検査の確認時、凝固採血をしているかどうか調べたが外来、入院カルテ共に記載な
確認不足。
し。しかし伝票はあり検査は終わっていた。医師指示箋の記載がもれていた。
ＯＰ検討のため外科受診の予定だったが、当日の予定を見落とし、受診ができなかった。そのため 確認が足りなかった。 他科受診の際のシステムにも問題がある（看護師が伝票と入院カルテを
以降の予定が２、３日ずれた
外来診察日の併せて外来に回している）
OP後、翌日昼より５分粥開始となっていたが、食事が上がってこなかった。伝票を確認すると、
医師の伝票記載ミス。伝票提出時の確認ミス。
翌々日の全粥開始は記載されていたが、５分粥開始は記載されていなかった。
OP後１日目で硬膜外麻酔持続点滴下，19時頃よりAFをおこし補液持続点滴続行中で，頻尿と
硬膜外麻酔のルート確認不足．背部固定のみで，前胸部にての2点固定をしてなかった．頻回に
なっていた．21時前ルート確認した．24時訪室時残量確認のためルート辿ると，フィルターとの接 ベットサイドで尿器使用しており，起臥床の動作の繰り返しで切断された．
続部分でルートの切断を発見する．Dr.へ電話連絡，ルート結び固定し疼痛時は内服にて様子見
とのこと．
OP後2日目の患者で，前日不眠の訴えあり予防的にリスパダール1ml内服していた。本日朝Drよ 患者のせん妄の可能性
り患者に，看護師にバルン抜去してもらい体動促すようにと説明される。Drより私にもそのことを伝
えられる。１０時40分訪室するとバルン自己抜去している。患者に問うとDrからの説明後抜去した
と。陰部痛みなし。出血みられず，T字帯に少量の血液が付着している。Dr報告する。せん妄の可
能性あるため眠前にリスパダール1.5ml内服することとなる。
ＯＰ後3日目で2日目までは鎮静下で挿管管理していた。当日は抜管後初めての夜だった。該当患 申し送り時不穏行動が無かったため、自己抜去という行動が予測しにくかった事。上肢の抑制帯
者の申し送り時は不穏行動なく入眠中であった。2人隣の個室の患者の申し送りをもらっている時 は使用していなかった事。6人入室中で該当患者以外に内2人の患者がすでに不穏状態であり他
に胃管を自己抜去されていた。外科医師へ報告後再挿入せず経過観察の指示となったが、食道 の看護師もその患者のベッドサイドについており死角となっていた事。
再建術後であり減圧目的での挿入であった為、本来ならば必要なものであった。
OP後３日目の患者、便意があり数回Pトイレへ移動し排便を試みるが排便みられず、すっきりしな
い状態であった。６：００一人でベッドから降り、Pトイレへ移動しようとして転倒された。この時ＩＶＨ
カテーテルも自己抜去されていた。
OP後３本の輸液の指示があったが、確認不足及び思い込みにより、点滴数合わせ間違いをし残
り２本となった。そのため施行するのに点滴を早めなければならなかった。
OP後ＳＢバッグ挿入中で1日３０ｍｌほど排液を認めていた。10歳の患児で夜間寝返りが激しく、足
に引っ掛けて自然抜去した。出血はなくそのまま様子観察する
Op後の硬膜外麻酔が持続中の患者．○/21 22:30Drにて硬膜外麻酔注入追加される． ○/23
10：30Dr診察される．硬膜外麻酔の流量の設定がOFFになっていることに気づく．○/21ー○/23
にかけて患者は麻酔が注入されていないも痛み訴えられず．追加の処置も希望されず，処置せ
ず．Drから指摘される．
OP後レントゲンがあることをレントゲン室に連絡を取るのをわすれていた。
OP後覚醒まずまず良好で、説明には返事をしていた。21時に就寝後、時にごそごそしていたが、
ライン等に触れることなく入眠できているようであった。しかし、ベットサイドから離れたときに、レビ
ンを抜去しており、顔の横におちていた。直ぐに、主治医に報告し、再挿入する。確認は翌朝のレ
ントゲンにて確認となった。

改善策
パス確認の徹底
観察の強化。他患者の観察で監視不足が予測される場合、他スタッフの協力を依頼
確認
記載時に検査箋上の氏名等の確認をしっかりする事。
説明時に３枚をバラバラにして患者様に説明し、サインをもらう手順へ変更する。 医師へも説明
の際に患者に承諾書を渡す際に、バラバラにするように指導する。 説明書 承諾書の書式変更
を検討中。
ICUへ申し送り観察をお願いした。ジェルマットは２時間おきに位置を変えることが出来ないので、
従来どおりの枕がいいのか。
当病棟ではＯｐｅ時パンスポリンが使用されているが、違う場合もある事を忘れない。思い込みしな
い。正確に確認。
「臍処置すること」と紙に書いて目に付くところにおいておくか、タイマーをかけて忘れないようにし
ておくべきだった。
処方箋の時間運用の検討
入院時に出ていたオーダーならば、入院時に残薬合わせをするべきであった。

チェックリストの活用
家族への声掛けをきちんとおこなう。
思い込みをせず、確認を行う。

・指示簿を再確認する。 ・指示を確認した際、オーダー入力の確認をする。オーダーが未入力の
場合は、医師へ依頼する。
実施者が必ず書くことを意識づける。
確認を二人で行う。 他科受診の際の手続き方法を見直す。
伝票提出前は記入漏れがないか確認して提出する。
ルートの2点固定の徹底．体動時に注意を促す．

OP後のせん妄のことを考慮し，Dr説明後患者を訪室する。

・OP後５日目筋力低下があった ・便意が続いており、すっきりしない状態で不快であった ・動く
時にカテーテルが邪魔になっていた ・危険度の予測が出来ていなかった

前勤務から痛みがあり、睡眠も取れなかった事に対してソセゴン+アタラックスＰ（2回）、ミタゾラム
を筋肉注射されていた事や胃管抜去後「ＯＰしたことを覚えていない」との発言が聞かれた事を考
えると、術後せん妄（ＩＣＵシンドローム）を起こしていたと予測するべきであった。術後（抜管後）は
せん妄になり得るというリスクを十分認識し、勤務交代時や、側を離れる時には抑制帯を一時的
に使用したほうがこのケースは良かったと考える。
・便意が残っている場合は、すっきりするまで排便援助を行なう ・OP後は危険度が変わるので、
修正をし早めに対策を実施する

確認不足。思い込み。

ダブルチェックを必ず行う。バイタルごとの指示・処方箋の確認を行う。

固定方法が十分でなかった。母親の指導が不足していた

医師に固定を確実にしてもらう。患肢に余裕をもって固定する。母親に対し十分説明・指導する

患者を観察するときに流量を常に確認していなかったため．また設定部分をON・OFFになっている 今後は，硬麻がきちんと持続で注入されているか患者を観察する際に，設定部分・残量を見てい
ことを確認していなかった． チーム間で勤務終了時に硬麻の残量を伝達するようになっている
き，それをチームのNsに伝達していく．
が，その日はなかった．
業務手順ルールのチェックの仕組みの問題点
指示確認は、２人で行う。
OP後ではあったが、コミュニケーションは図れており、就寝後も危険行為みられなかったため、安 離れるときは、看護師に声をかける。カーテンを開けるなど配慮する。
心していた。

129

2686

2687

2688

2689

2690
2691
2692

2693

2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700

2701

2702
2703
2704

2705

2706

2707

2708
2709
2710

2711

具体的内容
背景・要因
OP後抗生剤点滴が、○/15まで指示が出されていた。○/13に「○/14から内服開始」と印字され ・情報伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
たフロモックス錠が処方され、病棟へ届いた。しかし医師は点滴終了後の○/16より開始と指示簿
に記載していた。受け持ち看護師は指示簿を見落とし、○/13夕方に「明日より内服するよう」患者
へ伝え内服薬を渡した。患者への説明が不十分でもあり、患者へ13日夕食後より内服を開始し
た。
OP後直後より器内酸素が開始になった。日勤より申し送りを受けたとき、保育器の加湿の点検を 勤務交代時の加湿の点検が不十分であった。 勤務時間以内に再度、確認を怠った。
しなかった。酸素投与にもかかわらず、加湿がかかっておらず、そのまま気が付かなかった。深夜
勤務者と確認時に加湿がかかっていなかったことに気付いた。
op室NSより「Tピースを用意して迎えに来てください」と連絡を受けたが、Tピースが何か分からず Tピースがいるということは、挿管したまま帰室するということが全くわかっていなかったため、OP
パニックになり「Tピースですね。」と復唱したが「迎えに来てください」という言葉を聞き逃してしまっ 室からの連絡をきちんと聞くことが出来なかった。
た。その後他のNSに「Tピース準備してくださいと言われました｣と伝えてしまったため、誰もOP室
へ迎えに行かずICUでTピースの準備をしてしまった。
OP室から帰室後ライン整理を行った。SBバックドレーンのバルンが膨らんでいることと、デクランプ ルート整理時ドレーンの出方と固定の方法をOP室Nsに確認をしたがその時はっきり返答がなく不
してあることを確認した。固定部分からバックまでをたどっていった際、ルートの大半が背中の下で 明だったが、そのままライン整理をしたため。
まいていることに気付く。一方方向からでは引き出せないため、Ns２人でまず身体を右に体転させ
ドレーンを送り左に向けてドレーンを引き出した。その直後にバック内にＡirが返ってきたため接続
部を確認するとバックのコネクターの接続が外れていた。ドレーンと身体の刺入部はナートされて
いたがドレーンを背中から導くテープ固定はされていなかった。すぐに主治医に報告、抜去となっ
た。
oｐ室で、点滴ボトルの名前の名前が間違えたので、マジックで消して横に書き換えたが、「夫」が 患者名の確認が不十分 点滴に手書きをすることが問題。 業務の慣れ。
「六」に見え間違いの元と麻酔医より指摘を受けた。
OP出し時間間違え
OP一覧表記入間違え 決定書確認不足
ＯＰ前オリエンテーションでは、絶食説明を行っていた。ＯＰ当日に搬入を待っている間に、アンパ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ンを食べたと本人より報告があった。主治医へ報告後ＯＰ搬入時間が延期になった。
OP前の検査の最終チェックをしていたところ、患者のカルテに他の患者さんのクロス結果が貼って 病棟が違っていたが、同姓同名のため間違えが発見できなかった。貼付する前に氏名だけ確認
あった。IDカードのカタカナで表すと同姓同名であったが血型も生年月日も違う人であった。
し、患者番号、生年月日、血液型などの確認が出来ていない。 他の病棟でクロス結果がない段
階でどのような確認作業をされたのか？ 検査課では検査伝票を入れるときに、確認がきちんとさ
れていたか？
ＯＰ前の点滴が終了し、間違ってＯＰ後の輸液を接続した。ＯＰ室の看護師の指摘があり気がつい ＯＰ時間がはっきりしていない為、ＯＰ前の輸液指示が不足した。注射伝票を確認せずＯＰ後の輸
た。ＯＰ前の輸液は１本しか指示がなかった。
液をとっさに接続した。輸液に「ＯＰ前」と書いてなかったこと。
OP前採血肝炎項目忘れ
確認が不十分だった
OP前処置として２０：００プルセニド・レンドルミンを与薬した。 ２：００便意がありトイレへ行った時 下剤と眠剤を同時に与薬したこと OP前処置としてルーチン化されていること 与薬後の観察が
ふらついて転倒される 頭部打撲された為緊急CTを受け異常ない事を確認した
不足
op前心電図がなく、慌てて採ったが、他病棟にあった。
業務手順ルール、チェックの仕組みのあり方。
OP前日、夜間眠れないため安定剤を患者様が希望される。カルテで指示を確認し、アモバン１錠 患者情報について医師・看護師の把握不足 医師の指示に不眠時アモバン１錠と書いてあったこ
与薬する。その後カルテ整理の際、持参薬の中にアモバンと同様の薬があることに気がついた。 と 看護師が与薬の際薬剤の確認を怠ったこと 持参薬について、情報共有の方法があいまい
重複投与したことがわかり、患者様の状況を注意深く観察するが異常は見られなかった。
だったこと
OP前日ニフレック・レンドルミン服用し夜間ふらつきがあり、ポータブルトイレに立ったとき転倒され ・下剤と眠剤とを服用したこと ・ポータブルトイレが小さくて不安定な事 ・他の業務の関係上、観
た
察が十分に出来なかったこと
ＯＰ直後にいくはずの抗生剤（フルマリン１Ｇキット）をＯＰ前から点滴開始した。同僚が気付き、１０ 注射箋には｢ＯＰ直後｣と明記されていた。確認の不徹底
ｍｌ滴下した時点で止めた。
ＯＰ当日の前投薬（ザンタック）は深夜リーダーがホワイトボードに時間を記載して貼りつけ、投薬 ホワイトボードに前投薬がついていなかったことを患者に渡っていると思い込んでしまった。また、
は深夜処置が行なうことになっている。夜、リーダーに口頭で投薬時間を伝えられたが、その時は 他の処置に気をとられて前投薬が渡っているか本人とリーダーナースに確認することが不足して
ホワイトボードに薬がついているか確認はしなかった。前投薬の時間にホワイトボードに薬がつい しまった。
ていなかった為、リーダーナースが渡してくれたと思い込み、朝の処置が多く前投薬が渡っている
か確認することが不足してしまい、膳投薬が渡されなかった。患者の家人よりクリティカルパスと違
うとの指摘があり、薬が渡っていないことが発覚する。
ＯＰ当日の夜間、同室者の連絡によりベッドサイドの足元に転落している患者を発見した。患者は 足元灯だけにしていたので暗かった。 ベッド柵4個使用していたので、乗り越えようとされた。 患
「海へとびこんだ」と言われた。左前腕・大腿部を打撲認める。
者情報の把握不足
Ｏｐ入室前に名前確認を行ったところ、本人が言われる名前とカルテ、ネームバンドの読みが違っ カルテを作成する段階で読みを間違えて入力したか、本人が言われる読みが違うのか？
ていた。（漢字は同じ）
OP目的で入院された患者様であったが、ｵﾊﾟﾙﾓﾝ､ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝがOP前日まで服用されていた。休薬 外来で、OP決定時に内服薬の確認が不十分。入院を受ける時に、休薬されているかどうかの確
出来ていなかった。
認が不十分。
OP予定で照射MAP4Eの発注があり、血液センターに注文するが、納品後検査にマッチングに回し 変更となったとき、伝票の複写分すべてが変更されていなかった。
たところ、検査室の伝票では４Eから２Eに変更になっているとのこと。確認したところ修正するとき
に薬剤部以外の伝票は複写の分を重ねて修正したが、薬剤部の伝票は複写分すべては変更さ
れていなかった。使用者がいない時は期限切れで廃棄となる。
膀胱尿管逆流症の手術にて１１：３０ー１２：３０の間、直接介助を交代した。その時間の中で膀胱 確認不足 針管理不十分 作業手順の不備
と尿管を吻合するのに４ー０モノクリル（片針）ＲＢー１を６パック使用した。１針１針返却されたこと
を確認し針はプラスチック容器の穴に刺し使用済として保管した。交代終了の時間となり使用済み
になった４ー０モノクリルＲＢー１を間接介助者と共に針チェックをし合い直接針箱へと捨てた。最
後の１パックを確認したところ、針がなく、器拭卓子、術野、手術室内を探すが見つからず、手術は
終了。ポータブルレントゲン撮影し体内残存のないことを確認し退室となった。
作業療法に向かう通路で、当病棟の患者が別の病棟の患者様に混ざって一緒にいるのを発見す 作業療法、入浴、などで病棟から外へ誘導するときドア付近に職員が立つなどして確認すべき
る。精神科閉鎖病棟のため、職員の付き添いや許可なしで患者は出ることはない。午前にＯＴに だった。
参加した患者を病棟外にある浴室に誘導する際、職員が気づかないまま、その患者も一緒に病棟
外へ出てしまった。
作業療法に向かう途中、スロープに差し掛かったときウォーカーを持ったままバックされ転倒する。 小雨が降っており、スロープ部分が滑りやすくなっていた。
後部の患者に車椅子の後頭部をぶつける。裂傷１ｃｍ程度あり。Ｄｒ診察。圧迫止血する。
OTのため、多目的ホールまで介助しながら誘導した。多目的ホールに着いた際、患者の左側サン 日頃から左膝痛あり。歩行には気をつけてそのときも転倒しないよう腕を支えて歩行介助していた
ダルが脱げてしまいバランスを崩して転倒してしまった。
がサンダルまでは気がつかなかった。
ＯＴ参加のため病棟内患者と実施場所へ向かうため廊下を通りエレベーター前にて待っている
精神状態やや不穏で経過していた。
際、職員通用口へ小走りに走り出しドアに手をかけ院外に出ようとする。（閉鎖病棟の医療保護入
院の患者様）すぐに追いかけて引き止めた。
作業療法参加者を４階作業室まで送っていこうとすると、本人参加希望無かったが、参加グルー 名簿にて参加者を確認し秒津入り口の手前のドアを開けたが、病棟入り口のドアを開放する前に
プに紛れ込み棟外へ出てしまい職員用通用口まで走ってドアの外へ出てしまう。Ｎｓ気づき保護し もう１度確認する必要があった。 また、本人精神症状不安定であり『ここを出してください』など
帰棟する。課長へ報告。本人とＮｓが話し合う.『入院は失敗でした』など話し、表情硬い。
離院の可能性もあった為、認識不足と観察不足があった。
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改善策
・OP後抗生剤が内服薬に切り替わる場合は、終了日と開始日を確認し指示簿にサインする。 ・
医師は、内服薬オーダー時に開始日の入力を徹底して行う。 ・内服薬開始時は、病棟薬剤師が
関わる。
勤務交代時の確認の徹底 勤務時間内に再度確認を行なう
今後、OP後の看護に対してもっと緊張感をもち、分からないことがあれば声を出して他のスタッフ
に応援を求めるようにする。また挿管したまま帰室する場合は、すぐに呼吸器、吸引チューブ、酸
素やアンビューの準備がスムーズにできるよう日ごろから物品の場所などきちんと確認しておく。
ルート整理時、ルートの出方が不明な場合やNs2人だけでは整理できない場合は整形Ｄｒとともに
整理するようにする。ルートの固定状況を確認する。ルートは背中からバックを出してある方向へ
導くテープ固定をOP室でしてもらう。

点滴ラベルの検討。 確認の徹底。
決定書の右側のOP出し時間の再度確認
・絶食が必要な理由について十分説明する。 ・患者が理解できたかを言葉で確認する。 ・家族
へも説明し理解を得る。
検査結果の貼付時に、患者番号、氏名、血液型などを確認してから貼付する。 医事課へ、院内
患者リストは医事課が把握しているため、同姓同名患者がいるときは連絡をしてもらうようにする。
ＯＰのための輸液には「ＯＰ前」「ＯＰ後」を明記する。
忙しくても１つ１つチェックして指示をうける
OP前の処置の内容について再検討 眠剤を投与する必要性について医師が再検討
慌てず行動をする。
持参薬について医師･看護師が情報を確実に取れるようにする 与薬する看護師は薬剤名をよく
確認して行なう
・眠剤と下剤を服用させることについて検討する ・ポータブルトイレのタイプについて安定性のあ
るものを使用する ・患者様に繰り返し説明し移動時は看護師を呼んでもらう
注射業務マニュアルの遵守を指導
・ホワイトボードへの前投薬時間記載、貼りつけの徹底（ダブルチェック） ・前投薬を投与したら必
ずホワイトボードにチェックを入れる。 ・前投薬前後の声かけ確認を行う。

ベッド柵は２～3個使用する 患者情報を十分つかんで援助する 危険度が高い場合は枕もと灯を
つけておく
本人に数回名前の確認を行った。退室時、病棟ナースに申し送りをし高齢の為奥さん、家族から
の確認もしていただくよう依頼した。
OP前チェックリストの活用。外来できちんと確認し、患者様へ休薬指導をしてもらう。病棟NSも入
院時の引継ぎの際に，休薬が出来ているか再確認する。
血液発注伝票を変更するときは、３枚まとめて行う。または、電話、FAXをいれる。

作業手順の見直しをした。

一人一人の患者様のチェックをドア付近で行う。患者の入出の人員確認を徹底する。

雨天の時の移動は特に注意する。この患者の誘導時は付き添って移動する。
サンダルだと不安定なので、説明して、安全なバレーシューズを購入してもらう予定。
患者とのコミュニケーション、観察の強化。
患者とのコミュニケーションをはかる。 ＯＴ参加者を送るときなどは参加者名簿にて参加者の確
認を十分に行なう。
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具体的内容
背景・要因
改善策
作業療法参加中、車椅子から患者様が立ち上がるとき、ペダルを踏み外し、前のめりになり、転倒 車椅子から立ち上がるときにペダルを上げることを繰り返し、指導すべきであった。
この患者は車椅子なしでも歩行が可能なため、装具使用のみで、説明の上、車椅子を使用しない
される。外傷なし。Ｄｒに報告し、様子観察とする。
こととする。現在、単独歩行で様子観察中。
作業療法誘導のため、車椅子使用の患者様Ａをエレベーターに乗せようとしていた。その際、私が 開錠しないと入れない、エレベーターホールに他患者様を入れてしまった。また、エレベーターで、 病棟内でも車椅子を他患者が押すことがある。常に声かけや行動の観察を行う。
他患者様に呼び止められ、振り向いて話をした。するとその間に、また、別の患者B氏がＡ氏の車 離院することもできるので、開閉時には、注意観察が必要であった。
椅子を押してエレベーターに乗ってましい、そのままエレベーターのドアが閉まってしまった。閉鎖
病棟の患者ということもあり、病棟外へ出る際は、付き添いや医師の許可が必要であった。また、
車椅子を利用している患者様であり、職員が観察できない場所に行かれては危険であった。
OT誘導中、１人の患者が靴を履き変えている間に、他の患者をまず、０T室へ誘導した。その後、 患者が靴を履き替えるまで他の患者様と待っているべきであった｡
作業療法士への声かけ、誘導を確実に行う。行方がわからない場合には早急に対処する。
戻ったところ患者がいなくなっていた。ＯＴに行かずにコンビニに行っていた。
Ｐ２Ｅが中止になっていることに気付かず、開通してしまった。
伝票確認不足・思い込み
内服・注射など必ず伝票確認してから施行する
PC20単位を左手の末梢静脈ラインに接続するところを誤って尿カテーテルの三方活栓に接続して 点滴ﾙｰﾄと尿カテーテルのﾙｰﾄが交差しておりﾙｰﾄ整理がなされていなかったことと、三方活栓部 ・点滴やカテーテルのルートは交差しないように整理する。 ・薬剤開始前に必ず接続部から刺
しまい、30分程滴下した。開始し30分経過して気づきﾙｰﾄを変えて残りを末梢静脈ラインから滴下 分しか確認しておらず開始前に接続ﾙｰﾄの刺入部を確認しなかったため。
入部まで辿り誤りがないか確認する。 ・尿管カテーテルの三方活栓につける保護栓の形態の
した。
検討
ＰＣＩ後、シグマート８ｍｌ／ｈ施行中。胸部不快ありニトロール２ｍｌ／ｈで１：２５より開始。シグマート 確認不足
声だし確認
のポンプがアラームがなり他のポンプと交換した際２ｍｌ／ｈと設定してしまった。（２：３０から５：５
０）検温時に気が付き８ｍｌ／ｈに変更した
ＰＣＩ終了後左手末梢ルートからヘパリン、シグマートをつなげ点滴ポンプ、シリンジポンプをスター 輸液ポンプ、シリンジポンプなどのルートが多かった。早くつなげようとして慌ててしまった。１つ１ 輸液ポンプとシリンジポンプが同じ点滴スタンドに装着されていたので、離してつける。ルートをた
トさせた。落下確認しポンプも作動していることを確認した。準夜勤者がチェックに確認してもらった つ確認したが確認しきれていなかった。
どって確認する。検査のある日は日勤者の人員を多くする。慌てず、落ち着いて行動する。
ところシグマートのみ繋がれていないことを聞いた。帰室一時間ほどしてきがついた。
PCPS回路交換後、回路につながるはずのヘパリンが接続されておらず、ヘパリン３ml ５％Gで３ PCPS回路に接続される薬剤をSMIの方に渡した段階で安心してしまった同日点滴のライン交換も 他職種の関わった処置後はお互いでWチェックする
０ml １ｍｌ／ｈの薬剤が３時間分入っていなかった
重っており、そちらのライン確認ばかりしていた
ＰＣ上オーダーされていない内服薬が、指示チャートに記載されていた。前日の勤務者は内服させ 内服指示の確認ミス。施行時確実な確認をする、その事の責任の明確化の記載をすることが理 ルールの厳守と、責任業務の認識をもつ。
た済みのサインをしていたが処方はされていなかった。
解できていない。
ＰＥＧからの注入途中接続部が外れ、液漏れした。
接続が甘かった。
接続部の確認。
ＰＥＧから高カロリー栄養注入開始に伴い、血糖値３００ｍｇ／ｄｌから５００ｍｇ／ｄｌあるため、夕より ・指示を受けた際当事者は多忙であったため、遅出業務者が翌日の伝票記載に必要なカーデック ・指示受けは中途半端にせず、確実に受ける。 ・伝票記載時はカルテ・カーデックスと照合しなが
ペンフィル３０Ｒ開始の指示あり。指示を受けた当事者が注射伝票を書く際、ノボリンＲと勘違いし スへの記載のみを行い、当日分の伝票は準夜勤務者にひきつぐ際に記載すればいいと考えた。 ら正確に記載する。 ・新しい指示があり、施行する場合（特に勤務引き継ぎ時）は、必ず詳しく申
記載し準夜フリー看護師に申し送る。準夜フリー看護師は伝票に従いノボリンＲを食前に皮注し ・伝票を記載する際、カルテをよく確認せず、スライディングスケールに使用しているノボリンＲを記 し送る。（情報伝達を確実に行う）
た。同フリー看護師が、伝票よりカルテに記載する際、薬剤名が指示と違うことに気づいた。この 載してしまった。指示確認が不十分であり、また、思い込んでいた。 ・伝票を用意していなかった
患者は、６時・１４時・２１時に血糖測定を行い、スライディングスケールによるインシュリン皮注の ことにより、他者：準夜勤務者による伝票とカーデックスの照合が出来なかった。
指示が別にあり、その際の薬剤がノボリンＲであった。夕食後の血糖には効果があったが、指示
分のペンフィル３０Ｒは混合型であり、ノボリンＲでは血中濃度が保てず、２１時血糖チェック時は４
４８ｍｇ／ｄｌと高血糖状態となった。
PEGから注入量が夕方より増量になったが、カルテより指示を確認することができず。準夜看護師 夕からの増量指示のため、日勤での指示であったが指示うけできていなかった。
勤務終了時は指示の確認、シグナルなどの有無の確認を行う。
より、いつでた指示なのか問われた。
PEGにて経管栄養中、昼の食後薬アナフラニール1T＋ビオフェルミン1.0をベッドサイドに準備し、 1.内服薬を準備した後に、内服処方箋を記録室に持って帰ってしまった。患者の体内に入る時に 1.マニュアル遵守。2.慣例で行っており、手順にないことは確認する。
与薬を忘れ、遅れて投与した。CZ-Hi終了後に、同じチームの看護師が白湯を注入し外したことを 処方箋を確認するという手順通りに与薬しておれば、防止できた。 2.いつも、白湯の前に食後薬
申し受けたが、食後薬の投与をしていないことを確認しなかった。
の注入をすることになっているので、「白湯入れた」と聞いて、勝手に薬の注入も終わっていると思
い込み、確認をしなかったため発生した。
PEG増設し17:30頃帰室した。帰室後にバイタル測定などは行ったが、フルマリン点滴を行うのを忘 PEG造設後の業務手順を把握していなかった。 申し送りを十分に行っていなかった。
PEG造設の手順の業務をしっかり把握する。 パスの使用する。 ダブルチェックを行う。
れてしまった。造設後の患者様の状態は準夜び看護師に申し送ったが、点滴の申し送りは行って
いなかった。点滴の確認をしていた際に点滴が残っているのを発見し施行していないことに気がつ
いた。
PEG造設時 ワンステップボタンの２．４cm（２４Fr）を挿入するところ４．４ｃｍを挿入してしまった。 ２．４ｃｍと４．４ｃｍの両方の規格を開き、同じ場所に置いていた。サイズの確認を複数で行ってい 物品の確認を確実に行う。規格の違う物を同じ場所に置かない。
間違いに気がつき２．４ｃｍを再挿入した。
ない。
PET施行の患者に昼食を出してしまい、患者が食事を摂取してしまったので、検査が中止になっ 当日行われる検査に対しては、前日に患者に説明をかねて、ベットサイドに札を掛けることになっ 部屋周りの時に食事の札が掛かっているのか確認する。 当日延食や絶食の検査があると分
た。患者のもとには当日行われる予定の検査の札と食事の札が掛かっていなかったため、配膳ス ている。しかし、前日のリーダーによる指示受けが行われておらず、食事と検査の札が、患者のも かった時点で配膳スタッフに延食の有無を伝える。
タッフが配膳してしまった。患者も検査が絶食だということは知っていたが、配膳されたので食べて とになかった。PETの検査とOPE出しの時間が重なっていたため、配膳スタッフに延食と言うことを
しまった。
伝えられなかったので配膳されてしまった。
PHの患者。フローラン導入目的にて入院となった。10時がフローラン更新時間であり、今日はルー 流量を戻したと思い込んでいた。乗り換え後、きちんとダブルチェックが行えておらず、訪室ごとの 薬液更新後は必ずダブルチェックを行う。訪室ごとに流量を確認し、声だし確認を必ず行う。
ト交換の日でもあった。そのときの流量はフローラン0.5mg＋溶解液が0.3ml/H、後押し用の溶解液 確認を怠っていた。声だし確認が出来ていなかった。
が2.7ml/Hの速度で注入されていたため、ポンプを用い、ルート内の濃度を満たすために流量をい
つもの100倍速にしていた。ルート内がみたった後、ポンプを元の流量になおし、乗り換えをした
が、1時間後、本人よりしんどいと訴えあり。Drと訪室し、フローラン確認したところ、フローランの流
量が3.0ml/Hで流れており、予定量の10倍量が注入されていた。すぐ流量を元に戻し、厳重観察と
なる。その後VSに変動は見られず、本人の症状も改善した。
ＰＫで今回発熱の治療にて入院した。疼痛コントロールのためオキシコンチンを内服していた。意 ・部屋が管理室より少しはなれていた。管理室前の部屋で見守ればよかった。
・転ベッドした。排尿誘導した。
識は清明であり、トイレ歩行もできてた。18時頃より熱発し、39℃まで上昇していたが、発熱時指
示はクーリングだけであった。転倒の可能性考慮し、ナースコール連動マットを設置し、消灯後照
明もつけていた。1～2時間毎、訪室してはいた。0時半38.7℃と熱高く、排尿介助していた。3時す
ぎにナースコールが鳴り訪室すると転倒していた。
PKで入院中の絶食中の患者に持続点滴がなされていた。しばらく６０/ｈ固定で実施されていた。 指示表の1本化が必要 いつでもどこでもどこかに書いておけばというシステムはおかしい。また、 指示表の1本化
訪室時、４０/ｈになっていた。ポンプには６０/ｈと表示してあり、処方箋にも６０/ｈで看護記録にも ポンプに仮に書いている表示はあくまでも便宜上であり、絶対的な指示表ではないことの統一と
変更の記録がなかったため、６０/ｈに設定しなおした。4時間ほど実施した後、カルテの注射実施 確認が必要
欄に４０/ｈと書かれているのを発見したため、すぐに変更にいたる。
PL顆粒 3包 3×N、ポビドンヨード含嗽水 1本の処方を調剤しパスボックスに入れたが、その薬 確認不足
おそらく他の病棟のパスボックスに入れてしまっている可能性があり、それを防ぐために声を出し
品が行方不明になる。
ながらパスボックスに仕分けする。
ＰＬ顆粒にピリン系の薬剤が入っていると思い込み、患者にピリン系だと説明してしまった。アレル 同じ塩野義かでてるＳＧ顆粒がピリン系の薬剤だったため、ＰＬ顆粒もピリン系だと思い込んでし 複数の成分が配合されている薬剤に関して、添付文書など見て確認するようにした。
ギー歴はなかったが、患者が不安に思い帰宅後に服用しようと思っても恐くて飲めずに、再度薬 まった。
局に問い合わせの電話があり別の薬剤師の対応により説明に誤りがあったことが発覚する。
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具体的内容
PM1：50事前に検査申込みが行われていた術中迅速診断の検体が、病理に到着。 この時点で、
病理医は休憩中で、院外へ外出中であった。 病理医不在時であったものの、通常どおり標本作
成業務を行った。 政策作業中、手術室より結果の問い合わせがあったが、まだ標本作成中であ
り、病理医が帰院する時でもあることから、手術室に対し作成中である旨伝えた。 この時点で、
病理医が外出中であることは伝えていなかった。 この間、病理医と連絡を取る努力はしていた
が、連絡が取れなかった。 PM2：45手術室より再度問い合わせあがあったが、この時点でも病理
医は帰院しておらず、連絡も取れずにいたため執刀医に病理医が外出中でまだ戻っていない旨
報告した。 執刀医と通話中に病理医が帰院したため、作成した組織標本の診断が行われ、結果
の報告をした。 通常であれば、迅速組織診の報告は検体の受付から30分程度で行っている。
今回、報告までに１時間ほどかかってしまい、その間患者様は開腹のまま手術室に待機の状態で
置かれる事となった。 無用に手術時間を延長させてしまったことは患者様の生命にも影響を及ぼ
す可能性もあり、極めて重大なことである。 更に、執刀医への連絡についても「そろそろ帰院の
時刻」との不適切な判断から遅くなり、執刀医の適切な判断を遅らせる事となり、重大事故の要因
となりうると考えられる。
ＰＭ７時に服用するセロクロル錠を与薬しなかった。金曜日で，定期ＢＯＸが薬局に回収されてい
た。夕方、ＢＯＸが戻ったが、ＰＭ７時薬があることも忘れていたため、無投薬となった。
PN1号の点滴液を追加する時、点滴さていたPN1号の点滴液にネオマルチが混入されていなかっ
たのに気づく。
ＰＳ１００ｍｌグラン１５０ｕｇを午前中に点滴で３時間で与薬する予定が、点滴で２００ｃｃ／ｈで３０分
で実施した。
ＰＴＡ手術後ＨＤ終了し帰室。生食２５０にウロキナーゼが入っていた。 エアー針が付いておらず
ＤＩＶポンプで薬液表示が生食でなく２０％になっており時間より早く落ちてしまった。
ＰＴＢＤチューブ交換を終えて帰室した。そのとき排液を20ｃｃ破棄したが、三方活栓はクランプされ
ていた。そのことに気付かず、クランプは開放されていると思い込んで、夜勤者に引き継いだ。夜
勤者はＡＭ4時にクランプされていることを気付いた。
ＰＴＢＤチューブ挿入中であり､２日に１回のペースでＰＴＢＤ痛のためボルタレンＳＰ（ＶＳＰ）２５ｍｇ
で痛みをコントロ－ルしていた。夜勤時、ＶＳＰ手持ちにしたいと患者から言われ､約束指示箋を確
認し、５０ｍｇと思い込み（５０ｍｇに○が見えた）渡した。翌日、リーダー看護師が記録をみて誤り
に気付いた。
ＰＴＢＤ挿入中、Ｂａ挿入中の患者。自分で布団をたたもうとして床に立ち上がり滑って転んだ。物
音で訪室すると床に座っていた。
PTCA施行しなければいけない患者に術前処置で尿管カテーテル挿入時、一回目スムーズに入ら
ず二回目スムーズに留置できたと思われた為カフ固定するが自尿認めず本人症状訴えることなく
PTCAの呼び出しがあった為、術室へ行く。術室看護師へ尿流出ないこと申し送り、その場で抜去
となる。しかし尿道損傷させてしまいPTCA中ヘパリン使用するため止血困難であった。泌尿器科
受診し2週間尿管カテーテル留置することになた。
ＰＴＣＡ終了後、止血が悪く時間がかかったこと、透析時間と穿刺部圧迫解除の時間を伝達され
た。その後、透析時間になり透析室に患者を搬送した。その後、病棟に主治医が患者の状態を確
認するため訪れ、患者が透析室に行ったことを聞き、透析室にいった。主治医が穿刺部を確認す
ると、穿刺部から出血していたため、再圧迫止血をした。
ＰＴＣＤチューブ交換施行，2時間後に採血の指示があったが、確認不足，知識不足で採血しな
かった。ＰＴＣＤパスがあり、本来はそのパス用紙を使用するが、患者さんが重症なためスペシャ
ル板を使っていたため気付かなかった。リーダー看護師から声をかけられ、発覚した。
PTCD挿入にて１９：３０帰室後、床上安静の指示あり。患者へも、説明し、排尿は尿器にて行うよ
う説明。治療中、セルシンも使用しており、傾眠様で反応いまひとつ。念のためベット柵を４本設置
す。その後、３８．３度まで熱発あり。 ２１：０５同室患者よりナースコールあり、訪室すると、転倒し
ている。ベット柵を乗り越え、排尿しようと尿失禁していた。主治医来棟されていたため、バイタル
サイン、状況報告し様子みとなる。患者理解得られないため、頻回訪室とす。
ＰＴＥＧチューブ閉塞のため、交換予定であったので昼食は中止となったが、夕食も中止と思い捨
ててしまった。
PTEGよりカリメートを生食20ｍｌで溶解して注入した。3時間後再度注入しようとして閉塞しているこ
とに気づいた。 薬剤添付文書には100ｍｌで溶解と記載されていた。 医師の指示には溶解液は
記載されていなかった。
ＰＴＥＧ施行中の患者さま。流動食注入後、お茶を入れた時点で滴下不良となり閉塞する。
PT-INRの採血を行った。２～３回軽くアンチクロットを振って検査に出したが血液が凝固しており、
検査ができなかったため、再度採血を行わなければならなかった。
患者が全身痛を訴えていた為、何度か使用していた薬剤を投与しようと準備をした。夜勤のパート
ナーと薬剤、投与方法を確認し（ＰＣと薬剤とを確認する事は怠っていた）患者へ投与した。その後
向精神薬使用状況を書類に記入する際、前回使用した投与量が記載されており、エラーに気がつ
いた。その後、主治医に連絡、投与量を報告した。また、患者の血圧測定を行い経過観察とした
が、明らかな血圧低下、異常は見受けられなかった。
理学療法士が目を離した隙に患者が訓練用のどんぐりを口に入れてかんだ。２，３日後、同一患
者が訓練用の大豆を食べた。
理学療法士が病室まで送ってこられた。昼食の時間まで３０分だったので患者了解の上、車イス
座位のまま過されていた。コルセットを装着していたこともあり暑かったので上着を脱ぎたいと思い
ＮＳコールしようとしたが手の届く範囲に無く、立ち上がって取ろうとしたが立位が取れず車椅子よ
り転落しフットレストで両下腿打撲される。
理学療法の結果を入力する際、2名分を同時に入力した。氏名の確認不足により結果を入れ替え
て入力した。外来で出力される報告用紙を破棄してもらった。
患者は禁食で高カロリー輸液２４ｅ投与であり、糖尿病あるので（５時１３時２１時）３回スライディン
グスケール中である。本日１３時はフリー業務担当のＮＳが休み時間になるので、他のスタッフに
依頼したが、１３時 患者A氏 ＢＳ（
）スライディング、患者B氏 ビソルボン１Ａｉｖ Ａ看護師が
「私がやっておくよ」といったが、当事者の私は「患者Bさんは担当のＢさんがいるからＢさんにお願
いします。Ｂさんお願い！」と頼み、了解を得た。私はＡ看護師が患者A氏のＢＳを引き受けてくれ
たと思い込んだが、Ａ看護師は担当のＢ看護師がしてくれるのだと思い、かかわらなかった。その
ため昼のスライディングが抜けてしまった。患者の意識レベルの変化、体調の変化はなかった。

背景・要因
改善策
今回、病理医にたいして迅速組織診の予約が入っていることが伝わっていなかった。 これまで迅 早急に、病理医へ確実に予約情報が伝えられるシステムを作る必要あり。 病理検査室内に見や
速組織診の依頼があると、所定のカレンダーに記入し依頼情報の共有を図ってきた。 通常は口 すい掲示板を作成し、病理への連絡担当者を決め、その上で担当者以外の者が病理医へ情報が
頭で確認を行っているが、今回は確認がなされていなかった。 いつ、誰が病理医に対して予約情 確実に伝達されたかチェックできるように業務分担をおこない、確実に実施する。 また、事故発生
報を伝えるか、また、病理医がどのようにして予約情報を得るか、決まっていないことが原因と考 時の臨床担当医師への連絡は、今回の問題に限らず、少しでも早く報告することが、結果的には
えられる。
患者様のリスクを最小限に抑える為には必要なことを再認識し、速やかに報告するよう徹底をした
い。 なお、患者の手術は無事終了したとの報告が産婦人科部長よりあり。

処方箋の見落としによるインシデント

確実に処方箋をみて投薬するよう指導した。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

あとで出そうとすると、忘れるので冷所保存の薬液を出してダブルチェックし準備する。

ポンプで抗生剤終了し、次のＰＳ１００ｍｌ下がっていたので、抗生剤とみなし３０分で落としていた。 必ずダブルチェックで点滴を施行すること。内容についても確実に確認、相談への返答・考えも終
確認の際、本人に深刻な相談受けそちらに集中して話していたことが注意力散漫となった。
了してからゆっくりと話すよう心がける必要がある。
ＤＩＶポンプ使用時、表示内容の確認不足。
確認の徹底 マニュアルの作成をすすめる
三方活栓の事故の要因について検討中であった。チューブ管理の業務手順、チエックの問題

三方活栓の使用を中止した。業務手順、チエック方法の再指導をした。

単位が複数ある場合の確認の徹底がおろそかであった

ボルタレン５０ｍｇと２５ｍｇの境のあたりに○がつけられていたため、確認の際、誤ってしまった。
不確かな場合、看護記録を見直す、フローシートで確認する、先輩に聞くなどをするよう指導した

ベット柵4点のプランであったが、2点柵であった。

患者周辺の環境を整える。患者指導の徹底

術前際になっての尿管カテーテル留置ということもあり、慌てながらの手技ではなかったか。自尿 尿管カテーテル留置後必ず自尿確認をする。自尿がない場合は、留置せずに術室へいき、そのこ
確認を必ずしなければ、留置はやめるべき。
とを申し送る。

患者の状態と治療・処置内容の理解をしていなかった。医療者間の患者情報（状態）の伝達不足 患者の状態確認と情報の共有化

新入職員（8ヶ月）である。パスから逸脱している患者へのチエック方法の問題

指導体制を密にする

セルシン使用後、また、高体温にて、覚醒した状態でなかった。

危険は予測でき注意はしていたが、もっと頻回に訪室すべきであった。

中止と思い込んだ。

確認する。

医師の指示の出し方に問題。 看護師は不明な点を自分の判断で溶解。

指示だし、指示受けルールの再チェック。 疑義照会の徹底。

流動食終了後、放置していたため。
凝固・クエン酸の血液検査の採血の場合は、ほかの採血時よりも注意してアンチクロットを確実に
振る必要がある事を知らなかった。
確認マニュアルの不徹底

チューブ栄養管理について、十分理解する。
採血の時使用する容器によって取り扱いに注意が必要なものは特に気をつけて扱うよう意識付け
する。またまれにしか使わないものもあるので、全スタッフにわかるように書き出しておく。
徹底

同じ時間帯に患者が重なり観察不足だった。

目を離せない患者の訓練時間の考慮。他のスタッフへの声掛け。

職員教育の不行き届き

リハ部も含む全職員にＮＳコールを手元に置いておくことを認識してもらう。訓練から帰室時病棟
職員への声かけ及び病棟職員も訓練室からの帰室時や食事時間前後の行動を把握する。

結果印字される神には氏名を記入していたが入力の際画面の氏名をよく確認せずに入力した。

入力前に氏名を確認する。 入力後、承認前にもう一度氏名、データを確認する。

処置の依頼、承諾が曖昧になり、思い込みでミスにつながった。時間毎表が項目一つ一つが行を 依頼は曖昧にならないようにはっきりとお互いに確認し合うよう意識する。時間毎表は項目が同じ
替えて書かれてないため見ずらく見落としにつながった。
行に並んで書かれない様に見やすく記載するのが良い。
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具体的内容
PV入れかえ時、ラインのクレンメをとじずにヘパリン入りの本管を輸液ポンプよりはずし、結果的
にライン確保後全開で患者へ投与してしまう。
Pスコープ術後であり、帰室後は３回尿器にて排尿行なっていたが、ナースコールあり訪室すると
ベッドサイドに立っている。点滴台が本人から離れたところにあり数歩歩いた様子。それ以前にも
横向きになろうとする行為や、いつまで寝ていればいいか分からないといった言葉あったため、
その都度ベッド上安静であることを説明していた。なぜ歩いてしまったのか問うと、本人はトイレに
行こうと思ったと言う。バイタルサイン異常なく、出血・腹痛ないことを主治医に報告しそのまま様
子みることとなる。
ポータブルトイレからベッドに移動し臥床する準備中にサイドレールと自分の臀部の間に左手がは
さまれてしまい手背に3ｃｍｘ1.3ｃｍの内出血を起こした。
Pトイレからベッドの戻る際に転倒した。
ポータブルトイレからベッドへ戻ろうとしてしりもちをついてしまった。遠慮がちの患者。
ポータブルトイレにて排泄するために、カーテンを閉めようとオーバーテーブルにつかまった時
テーブルがベッドから落ち、それと同時に患者様がべっどから転落された
ポータブルトイレに移動時倒れた。
ポータブルトイレの横で大の字になって転倒しているのを訪室したケアワーカーが発見。特に異常
なし。

確認不十分、手技の怠慢

背景・要因

改善策
技術の再確認及び確認を意識して行っていく。

いつまで安静にするかという説明がたりなかった。

安静についての説明を患者が理解できるように十分にする。

介護上の配慮を徹底する。聞き取りができているのか、手足はどうなっているのか、しっかり確
認。
見守りが不充分だった。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・ベッドサイドの環境整備が不充分であった

聴力に多少障害があるので、聞こえているのか確認、両手、両足などの位置の確認
手すり付きのトイレに変えた
離床マットを使用していく。
・ベッドサイドの環境整備

高齢、脊椎に変形がみられることから転倒の危険性が高かった
ナースコールを呼ぶ事を伝えた
昼ごろに「何かベッドの下に落ちたから見て欲しい」と何度も訴えていた。またベッドのしたを何度 夜間オムツ使用を勧めたが、拒否があり抑制したくないので目配りを強化することとした。
か覗き込んでいた。転倒発見時、トイレットペーパーを巻き取りながら抑臥していたこともあり転倒
の原因ははっきりしない。
ポータブルトイレ誘導の際、健側（右）でＬ字型ベット柵に掴まり、立位保持し、ズボンを降ろそうと 最近、レベルが低下していることを、当事者及び他のスタッフからの情報もあったが、「大丈夫だろ 患者個々にあった適切なベットな高さ、マットの厚さを選択し、ベット周りの環境を整える。
した時、重心が患者側に傾き患者がそのまま尻餅をついてしまった。苦痛表情を見せるが「ちょっ う」という油断があった。
と痛いけど大丈夫」と話す。全介助いて患者を抱えベットに戻し、看護師へ報告した。
ＱＰＫ（経管栄養ボトル）３００ｍｌを注入するべきところを、４００ｍｌのボトルがあがってきた。新人看 経管栄養の手技を指導中の出来事である。手技のみではなく、量の確認、後始末、患者観察と一 指導看護師の指導の仕方に厳重注意した。
護師は指示量の確認をせずに４００ｍｌ注入してしまった。
連の指導を行っていない。
ＲＡにて滑膜切除術後、ＣＰＭにて膝関節の屈曲運動を自動で行っていた。申し送りでは９０度で セット時の確認不足。９０度にしたと言う思い込み
セットした後の観察と運動中の観察。看護師間の情報交換が充分できていなかった。
セットしたということであったが、確認すると８０度設定になっていた。カルテには１００度と記載され
ていた。
ＲＦＡを施行する二人の患者Ａ、患者Ｂを受け持ち、持参すべき点滴の準備をし、ストレッチャーに 確認漏れ。点滴作成時にのみ、患者確認した。病室を出る直前、申し送り確認ができていなかっ 確認の方法、復唱するなどの方法を徹底し、検査室へも病棟看護師と検査室看護師と二人で復
乗せ、検査出しをした。その際、点滴・点滴伝票・申し送り用紙を取り違え検査室へ行き、申し送 た。
唱確認するよう指導した。
り、点滴が施行された。処置室看護師により点滴間違いが発見され、医師に報告されたが、患者
Ａ、Ｂとも点滴施行された後であった。副作用見られることなく、様子観察となる。
ＲＦＡ治療の患者Ａ（４番目）、患者Ｂ（５番目）は共に同じ病棟の入院患者。患者Ｂが入室し、抗生 病棟より申し送りを受ける時、患者氏名と申し送り用紙の氏名、抗生剤ボトルの氏名を確認しな 基本的な確認の徹底。
剤の点滴を開始した。その後、患者Ａの申し送り時、病棟からの申し送り用紙の氏名が患者Ｂであ かった。
ることに気付いた。患者Ｂに投与中の抗生剤ボトルを確認すると、患者Ａの氏名になっており、既
に破棄した患者Ａに投与した抗生剤ボトルは患者Ｂの氏名になっていた。患者Ｂの点滴はほぼ終
了していたが、バイタルサイン等に変化はなかった。すぐに双方の主治医に報告した。
RH処方箋を記入していて氏名・年齢のみでの内容記載もれがあった。問い合わせを受け確認で 確認不足
提出前に確認する
きた。
ＲＩＳで実施入力した際に使用した造影剤ガストログラフィン100ｍを間違えてウルトラリピオドール 両薬品が隣り合わせて羅列されており、マウスでクリックするときに隣のガストロＧをクリックしてし 検討しているが、現状では確認を繰り返すしかない
100Ａと入力した。
まった。
ＲＩ検査終了後、寝台から患者を降ろす時に自動操作で戻している途中で、患者の介助に気を取 使用していたタオルを一時的にベルトの上においた為、装置に挟まってしまった
装置を作動する前には確認をすること
られ、装置内部にタオルが巻き込まれローラが外れて、ベルトがなかの部品で削れてしまい傷つ
いたこと
RI室において技師と医師の2人で、入院中の患者に違ったRIを注射してしまった。 本来患者は検 ・今回のケースでは技師が事前に「Gaシンチ」と認識していたにもかかわらず、その時には患者確 医師と一緒に検査内容を確認した上で、RI薬を用意し、RI注射時にも再度RI薬を確認する。 業務
査終了後、RI室においてGaシンチの注射をする予定であった。 患者が検査後RI室に入室。 技 認を行い「CT検査後の注射は骨シンチ」と思い込んでいた。 ・RI検査は注射の時間、撮影の時 が重なるときは、慌てずに対応し、場合によっては他の技師に応援を頼む。
師が医師へ骨シンチ用のRIを手渡し、注射した。その後、再度依頼伝票を確認したところ、Gaシン 間が決まっており、当日は朝の検査時間が長くなり、RI室が空いていなかったため、RI注射予約の
チと判明。 技師は患者はGaシンチと認識していたが、CT後RIの注射は骨シンチと言うケースが 患者さんに時間が過ぎてもお待ちいただいていた。そのため、時間が過ぎていることに焦りを感
殆どのため、技師も今回のケースも同じだろうと思い込んでいた。 その後、患者に医師・技師とで じ、薬剤の確認・伝票の検査種目確認を怠ってしまった。 ・現状のRI室は技師1人で担当してお
謝罪した。 主治医・病棟・技師長・部長へ報告。 患者には、検査に対する不安を与え、被爆量 り、検査の準備・介助・薬の用意・患者の呼び出し・説明や予約（院外の場合は電話の対応）等必
が増加してしまった。
ずいくつかの業務が重なってしまう。 特に、検査時間に遅れが出ると、1日での業務はかなり厳し
くなってくる。状況によっては、応援を頼んだり、患者の予約を会計などの後回しにしたりなどの状
況である。
ＲＩ予定患者を時間で検査室に案内した際、ＭＲＩ室に案内した。
他の業務のことを考え、これからする事が多く精神的に落ち着いていなかった。 その時に検査に 確認作業を確実に行い、落ち着いて行動する。
移送するよう依頼され、焦ってしまいＲＩ室とＭＲＩ室を間違えてしまった。
ＲＰとＲＰの薬袋が入れ間違えていることを看護師が発見し薬剤へ返品。薬袋を入れ替える。
処方内容が多くパウダー調剤であり、注意はしていたが確認不足であった。
処方内容の一つひとつを、薬袋と確認して入れる。パウダーの場合は特に注意を喚起する。
ＲＴＢＤチューブが左右に留置されており、セット交換をする際、ボトルに左右逆に表示した。 準夜 思い込み
ボトルが複数あるときは、十分に確認する。
で気付き訂正した。
RTBDチューブの排液をクランプして排泄。（そのまま開放せずにいた。）尿量が少なく医師に報告 排液後のルート確認が徹底していなかった。
排液後のルート開放の確認を必ず行う。
しようとナースステーションに戻る。その間に医師が訪室しクランプしてあることに気づき開放す
る。１５分クランプしていた。
Ｓ・Ｓ内で他利用者を見守り中に居室より大きな物音がしたので訪室すると車椅子と一緒に後方に 職員に気使いコールを押さずに自分でトイレに行こうとされたため
コール指導の徹底
転倒されている所を発見 後頭部に打撲痕あり
ＳＡＨ，クリッピング術後1日目。ＩＶＨ、バルンカテーテル、ＣＶーＤ挿入中であり、両手を抑制してい 抑制の状況（手技）に問題あり 患者観察も不徹底
確実な抑制を行い、観察も密にすることを指導
た。しかし、抑制中にも関わらず，自分でパジャマのズボンを下げて、ＩＶＨを抜いてしまった。カテ
先の残存はなし。主治医に報告し、末梢ルートに変更した。
ＳＡＨのＯＰ後2日目、両上肢抑制中、腰痛のため自力体動があった。スパイナルドレーン挿入中 ドレーンの管理不充分。自然抜去のリスクを予測していなかった。
ドレーンの排液状態について経時的に観察する。効果的な抑制の方法を検討する。
であったが自然抜去した。浸出液を認め医師へ連絡し、抜去後縫合される。患者の状態には変化
なし。
ＳＡＨのＯＰ後の患者。ＳＰーＤも脳槽ーＤも入っていたが、観察不足で、ドレーンのチャンバーの上 脳槽ーＤの構造の把握をしていない｡教育不足。観察不足
再教育の徹底。
がクランプされたままであった。
ＳＡＨの患者、見当識障害がある。リハビリが始まり少しづつ動きが出てきている。便意を訴え腹 前の日まで抑制をしていたが、リハビリ開始と共にベッドを交換した際 バッド柵に結んでいた抑 チューブ類がはずれるまでは抑制帯をつけておく 危険度？なので、早急に対策を考える
臥位になっていたため、ベッドサイドヘ行くとソケイ部に入っていたＩＶＨカテーテルを事故抜去され 制帯をはずさなかった 危険度？でありながら、危険の予測が不足していた
ているのに気がついた。
ＳＡＨ術後、脳槽ドレン挿入中であった。（坐位時、ドレンはクランプしてベッドＵＰ可） ２１：００ 頭 疼痛・不眠に対してのケアが不十分であったと考えられる。
手術後は、できるだけ安楽に過ごして頂くことが大切であり、早目に対処し予防していく。
痛のため、ボルタレン坐薬挿入。 ２２：３０ 家人よりナースコールあり。家人曰く、「ベッドより落ち
そうな様子だったので、体位をなおした際、自力で急に座ってしまい、ドレンが抜けた」と。本人は
意識しておらず。
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具体的内容
背景・要因
ＳＢチューブ挿入中の乳癌患者。２２時のラウンドの際、ＳＢチューブから排液し、カフを膨らませ、 ＳＢチューブのカフ圧のあげ忘れ。またはボトルのネジがゆるんでおり、空気が入ってしまったこと
引圧にした。（定かではない）朝６時、夜勤の看護師が排液をする際、ＳＢチューブがしぼんでお が考えられる。
り、十分なドレナージがされていなかった。
ＳＢドレーンを切断してナースステーションまで歩行してきた。
観察不足
SBバックのドレーンが、何かにひかっかり、抜けてしまった。
チューブ固定の糸がゆるかった。
ＳＦの検査前処置にてＧＥ60ｍｌ施行。そのままＡ氏はトイレに直行した。その後トイレで気分がわる ＧＥ施行後の観察の不十分。
くなり、ナースコールを押した様子。その後、画像のスタッフが発見し、救急室へ搬送した。ＧＥ後に
血圧低下があり、血管確保し、様子観察となる。その後血圧上昇し、本人の希望もあり、ＳＦ施行
し、帰院する。
ＳＭＩ（無症候性心筋梗塞）でバイパス術を受ける患者が、術前ＩＡＢＰ（大動脈バルーンパンピン
・末梢ライン挿入の意図（急変時の早期対応）が病棟で充分認識されていなかった。 ・ルールが
グ）のため入室した。急変時備え末梢ラインは事前に（病棟）挿入することになっているがされてい 徹底されていなかった。
なかった。看護師が医師に依頼し検査室で開始前に挿入し急変時に備えることが出来た。
ＳｐＯ２のアラームが鳴ったので訪室すると、チアノーゼあり。気管吸引・アンビュー加圧にて改善 ウイ－ニング中で上着の襟が気管カニューレに被さっていた。患者観察不足。
する。ウイ－ニング中で上着の襟が気管カニューレに被さっていた。
ＳＰＯ2を測定したところ低値であったが、その他の全身状態に変化はなかった。酸素チューブの 確認不足
接続部がはずれていることに気がつく。
ＳｐＯ２低下あり、吸引タッピングし改善、そばを離れると低下すると言ったことを繰り返す。分泌物 分泌過多だったこともあり、窒息仕掛けたと考えられる。痙攣発作が起こっていたのではないか。
が多いので当直師長に連絡、当直医に診察受ける。酸素吸入、吸入の指示あり施行する。
アンビューがなかった。
ＳｐＯ２低下のため気管内挿管された患者。左麻痺あるも、右手活発に動かすため、ミトンを装着 患者観察の不徹底。抑制の手技の甘さ
し、ベット柵に右上肢を抑制した。ＡＭ３時巡回時、異常なかったが、１５分後に訪室すると、気管
内挿管チューブが抜去され、ミトンは布団の上、抑制ははずれていた。幸い、患者様のＳｐＯ２が８
０％台をキープしていたた為、主治医に報告し、そのまま経過観察となった
ＳＲ２５９９０の治験においてパナルジンと同類の内服の治験でありながら、他の医師が外来処方 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 医師の指示に対する確認行為
しており中止することができなかった
ST3 500ml＋ヘパリン入りを40/Hで実施中の児であった。当日、6時よりST3単味を140/Hへ変更 ・処置Nsとのコミュニケーション不足による連携不足 ・点滴内容の確認をせずに思い込みにて点
する様オーダーがあった。5時30分からの管注（30分かけて行う物）があったが、6時40分頃、患児 滴を開始した
より管注が終わったとコールあり、6時を過ぎていた為単味の物に変更されていると思い込み、
ベースを140/Hにて開始し、その旨を処置NSに伝えた。8時からの処置の為、ナースステーション
に来た児のボトルを見て、主治医より指摘うけ発見に至る。ヘパリンが大量に入る事で凝固時間
延長が考えられるが、当事例は少量であった為、児への影響は明らかでなかった。
ST3 500ml指示のレ点チェックがないが、ベッドサイドへ物（ST3 500ml）を持参した。ベッドサイド ・薬剤部より、オーダーのレ点チェックがないが、物（ST3 500ml）が上がってきていた。薬剤部の
のチェックで指示のレ点チェックがないことに気づいた。患者へ与薬される前に気付いたので患者 物（ST3 500ml）出庫時のチェックもれがあった。
への影響はなかった。
ST3の一本目にアドナ10ｍｇ，トランサミン200ｍｇを入れなければならなかったが、その日最初に 前日に受けてあるはずの注射伝票が流れておらず、点滴の残もわずかであった為、あせってい
つなげる一本目のST1にアドナ、トランサミンを入れてしまった。
た。
ＳＴ３を２００ｍｌ１５時に点滴により与薬する予定が、ＳＴ３を５００ｍｌ１５時に与薬実施した。
注射箋と点滴のものを見ながらダブルチェックするも、確認不足で単位を間違えた・ＳＴ３２００のと
ころ、ＳＴ３５００と思い込んでしまい、患者様に実施するまで気づかなかった。医師より回診時に
量が違うと指摘され間違いに気づいた。点滴をはじめる時でほとんど患者様には与薬されていな
かった。本日のみオーダーが変更となり、ＳＴ３５００ｍｌにメイロン２Ａとガスター１Ａを混注し実施す
る。
STから、全粥OKの指示が出たが、STと医師の間で話が伝わっていおらず誤った食事がでてし
主治医にSTが連絡しようとした際に、不在であった。
まった。インシュリンスケールの問題もありDM食の必要があった。
ＳＴの待ち時間にトイレから床へずり落ちた。伸展位
ＳＶＯ２モニターのキャリブレーションのためにベッドの頭側に回って行った。その後、ヒューマリン
を持続注入しているシリンジポンプの流量表示が点滅している事を指摘された。見てみるとコンセ
ントが抜けかけてバッテリーで作動していた。
Ｓ氏のＯＰ後の点滴（アミノフリード500ｍｌ）を更新しようと思い詰所に取りに行き、ＯＰ後の点滴を
まとめてある袋から、Ｋ氏のＯＰ後の点滴（ソルラクト500ｍｌ）を取り出しＳ氏につないでしまった。
詰所にもどり、Ｓ氏の点滴が違うことに気付き、すぐにアミノフリードの点滴に換えた。
Ｓ氏の血糖が３９９と高値であった。定期インスリンとして‘ノボラピット注３００フレックスペンを６単
位のラベル’があり定期の指示通り施行した。しかし、スケール（３００以上の場合、ヒューマリンR
を６単位を皮下注射）があるにも関らず、定期を確認して皮下注射していた。申し送り時に３００以
上のスケールがあることに気付いた。
Ｓ状結腸癌術後の肝転移で、疼痛コントロール目的にて入院していた男性。デュロテップパッチ
10mg貼用し、疼痛コントロールを図っていた。自力での体動困難で、ギャッチupや介助で坐位を
とっていた。ベッド上での臥床時間が長く、排泄は尿器を使用していた。同室者から「苦しがってい
る」とナースコールがあり訪室すると、床の上で横になっていた。1人で動いたために、ベッドから転
落した。ベッドに戻し話かけるがつじつま合わず。
Ｓ状結腸狭窄あり、ＭａーＴ挿入、インサイトにて２４時間の点滴キープ中、Ｂａ留置の患者さん。１
人でベットより降りて、インサイト、Ｍａ－Ｔ自己抜去していた。床に出血あり、左前腕部も皮下出血
していた。｢おしっこしようと思って・・・すみません｣といわれる
Ｓ状結腸切除術２日目、やや譫妄状態でロピプノール１Ａ＋ＮＳ１００ｍｌをＩＶし入眠されていたが、
頻繁に訪室していたにも関わらず、腹腔ドレーンと末梢静脈ルートの接続がはずれ、患者さんが
側臥位になって寝ていた。ドレーンブはガーゼを多めにしアテール保護、ＤＩＶは刺しなおした。患
者の体動を考慮したドレナージとルートが不足していた。
S状結腸切除術OP後であり夜間全く眠れていなかった為２０時にリスパダール内服、２１時にアタ
P筋注、２４時と１時にセレネース筋注され以後、ぐっすり睡眠されていた。６時に訪室した時も起き
る事無く眠られていた。８時に訪室すると起きており「助けて 閉じ込められている」と叫んでいる。
見ると自己にてレビン抜去されておりすぐDr報告した。本日抜去予定だったとのこと。
Ｓ状結腸穿孔ＯＰＥ後の消外のＰｔ。ＨＦ中Ｂｐ180台持続（ＢｐオーダーＢｐ180↑でプロポフォールｕ
ｐ対応）していた。オーダー通りプロポフォールｕｐにて対応もＢｐ下降見られず、Ｄｒコールにてニカ
ルピンハーフ2ｍｌ/ｈより開始の指示をもらったがＤＩＶラインがなく、ライン確保試みるもルート取れ
ずその旨をＤｒ報告後ニカハーフ4ｃｃ ｉｖの指示変更となり、その時ＮＳ20ｃｃ ニカルピン１Ａをス
タッフに見せ、ＤＩＶネームに印をもらい急いで作成しｉｖも1ｈ後Ｂｐ下降見られずシリンジの残量をみ
たスタッフが気付き報告されにニカルピン１Ａに対しＮＳ20ｃｃで作成していた事が発覚した。その後
ニカハーフを新たに作成し再び4ｃｃ ｉｖした。

痴呆により状況判断が出来ない。患者のそばについて見守っていなかった。
コンセントがいっぱいであったのでやむを得ず床に近い壁掛けのコンセントを使った。

改善策
排液後には、カフが膨らんでいるか、クランプが開放になっているか確認を必ずする。またラウンド
の際にもカフが膨らんでいるか、十分にドレナージされているか確認していく。
頻回に訪床し観察する。
チューブ固定の糸を２本でおこなう。
浣腸施行患者の動向に気を付ける。

・検査のリスクを充分認識する。 ・ルールの徹底。 ・検査入室前のチェック項目のマニュアル作
り
ウイ－ニング中の患者観察に注意する。上着などカニューレに被さらないよう配慮する。
酸素濃度が低下した場合、病態の変化以外にハード面で考えられることは何かを考える。
アラームが鳴ったら、即訪室、患者観察を行う。不随運動が強い時は、注入を控える。アンビュー
を準備する。
挿管チューブの観察とともに、抑制やその他の観察を強化する。抑制方法の再学習

医師の指示機構の見直し
・処置Nsとの声かけ、確認を頻回に行う ・点滴再開時にしっかりと内容を確認

薬剤部へも情報提供した。
気付いた時点ですぐに泌尿器科待機Dｒにコールしそのままでよいとの指示をもらった。
ダブルチェックする際、注射箋と物を確実に確認し、単位・種類まで必ず確認する。

STが嚥下評価をして食事開始をする場合、必ず主治医に伝えてからNsへ依頼する。主治医に連
絡がつかない場合、そのことをNsに伝え、主治医と連絡がついてから指示をもらう。 食出し時
は、治療食の有無、DIVの量、インシュリンの時間など十分注意していく必要がある事を周知。
痴呆の方の場合、待ち時間には常に監視下で待機していただく。
医療機器は無停電のインケアポートか壁付コンセントを使用し床上のコンセントは使用しない。
医療機器の回りを動く時は慎重に行動する。

ＯＰ後の点滴ということだけを思い込み、名前や部屋番号も何も確認をしないで、点滴をつないで 思い込みで行動をせずに、点滴に書いてある名前、部屋番号を確認し、患者さんの部屋の前で
しまった為におきている。
も、名前、部屋番号を声に出して確認をして、施行後も確認をすることを繰り返し徹底する。
定期のラベルが血糖値によりインスリンの変更があるのに、定期として指示ラベルがある。スケー 患者の病態を把握する。インスリンの知識をもつ。事柄だけにとらわれる行動を止める。血糖測定
ルの確認をしなかった。申し送りでスケールが変更になっているのを聞いたが、内容把握ができて 時は必ずスケールの有無を確認する。血糖値の約束指示の変更。
いなかった。
自力での体動が困難な患者が、夜間ナースコールなく1人で動いたこと。

・本人へ、1人で動かないでナースコールをするように説明する。 ・家族が来た時も、家族から注
意を促してもらう。

患者観察の不備。予測によるプランが遅れた

患者状況をアセスメントして再プランを指導。

重要なドレーン留置や静脈ルートの接続は体動を考慮した長さなどにするべき。又、患者が自己 チューブ抜去予防対策の強化をプランニングするよう指導した。
抜去した可能性もあるため、つなぎ服やミトンの手袋をはかせるなどの抜去予防対策が不足して
いた
高齢でもあり薬剤がかなり効いており理解できていなかった、もしくは術後せん妄を起こしていた。 頻回に訪室する。場合によっては抑制させていただく。 できるならば家族に付き添って頂く

あわててしまう状況口頭指示

口頭指示の確認指示だしマニュアルの徹底
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具体的内容
Ｔ１号200ｍｌを500ｍｌと思い込み、気づかないまま投与してしまった。１０ｍｌほど投与した時点で気
づきＤｒ報告。500ｍｌのままで良いとの指示あり。そのまま投与する。
ＴＡＥ1日目で、安静解除後はじめてトイレ歩行見守る。しばらくしてトイレ見に行くと洋式トイレのド
アのところで口から出血し床に倒れていた。排便終わり立った時に、頭がぼーっとしたことと、胸が
熱くなったことにより倒れたようであった。その時に、下唇を切ってしまった。ＢＰ変わりなく、意識清
明。Ｄｒ報告し、皮膚科受診となる。
TAEにて出棟するため前処置を行っていた。受け持ち看護師がバルン挿入していたため、ルート
確保を手伝った。その際、オーバーテーブルに置いてあったアミノフリードを確認せずつなげた。５
分後ルート保持の輸液内容が違うことに気づく。
ＴＡＥの準備のため、尿道留置カテーテルを挿入した。排尿をすませた後であり、Ｂａ挿入したが尿
の流出がみられないのはそのためと思い込みＩＶＲ室に移送した。ＴＡＥ中、尿の流出がなく、誤っ
て腟に挿入されたことが発覚した
ＴＡＥ施行、20:30にＤｒ止血確認し右側臥位ＯＫとなった患者。21:30Ｎｓが他の病室から廊下へ出
た際に、フォーリーを持ちながら歩いているＰｔを発見。「便のしたい感じがあったから」「もう歩いて
も大丈夫そうやね」とニコニコと話される。その１時間前にDrと共に翌朝まではベット上安静で起き
上がることもダメであることは説明し、Ptも返事をされていた。すぐにベット上臥床していただき、穿
刺部を確認。出血・血腫形成はみられず。Drに報告した。
ＴＡＥ施行の患者の持点が終了し、追加時他の看護師と共に受け持ち患者シートでＷチエックを行
い、深夜勤務者が準備していたアミノフリード（ラクテックを施行するところ）を正しいと思い追加し
た。患者がＴＡＥより帰室後、リーダーの指摘により、再度注射シートを確認して間違いに気づく。

背景・要因
改善策
Ｔ１号200ｍｌを12時間で投与する指示があまりないため、500ｍｌと思い込み、深夜が出した点滴の 変わった指示が出た場合は、蛍光マーカーなどで分かりやすくしるす。
間違いに気づく事ができなかった。
ふらつきあったため、トイレ終わったら立つ前にナースコールで呼んでもらうようにするべきであっ TAE最初の歩行は帰室まで付き添い観察をすることを徹底させる。
た。ＴＡＥ後１日目であり、血圧変動などによる予測が必要であった。排便の怒責もあり、血圧変動
あったと考える。
オーバーテーブルに置いてある輸液を、何も確認せず接続してしまった。 声だし確認が出来てい 必ず患者サイドで確認することを統一する。
なかった。
新人への業務指導、教育の問題

指導体制の強化を図る

患者の理解不足。（安静の必要性・時間については訪室のたびに話しており、患者もその都度「は 便意はあったものの出なかったということで、そのまま指示の朝まで安静を保つように説明した。
い、わかりました」と良い返事をしていた）
ワーファリンを内服されていることもあり時間をおいてPtが安静にしているか・出血などはないかを
確認していった。
ＴＡＥ出棟間際で、注意力が足りなかった。 準備してあるアミノフリードを正しいと思い込んで追加 点滴追加時は、注射シートをﾍﾞﾂﾄサイドに持参し、点滴内容の確認を行う。
した。

TAE目的で入院した患者。IＣＧ検査・出血時間の指示があり、前の採血と注射は処置室看護師が このケースは例外であった。入院当日の検査は適当か疑問が残る。
担当し、後の採血と出血時間は検査室の技師が担当した。反体側で採血すべきだったが注射側
で採血した。データーを見て、医師がこのデーターで治療することになった。通常は処置室看護師
が終了まで担当するが出血時間があり検査課まで行ってもらった。
TBI施行のためのオーダーや事前に施行するＣＴが行っておらず当日にＣＴ、TBIを行うこととなっ 受け持ち看護師の確認不十分、医師のオーダー不十分
た。患者に待たせる時間が必要となった。
ＴＢＴのため看護師２人で処置を行うためＣＰＡＰモードからＯＦＦにした。終了後ＯＮにすることを忘 ＴＢＴの時にＯＦＦにしないとアラームがなり続けるため夜間はＯＦＦにする習慣だった。 吸引終了
れその場を離れた。すぐに気付き回路を一旦外しＣＰＡＰモードにしてから呼吸器回路をつないだ。 後に呼吸器の設定を看護師２人でダブルチェックしなかった。 「ＣＰＡＰになっているか」が表示さ
バイタルに変化はなかった。
れていたにも関らず見ながらチェックしていなかった。 メモがあったが見ていなかった。
ＴＣＦ前処置時、前立腺肥大のためグルカゴンの指示があった患者に、ブスコパンを注射してし
ワークシートの確認不足。ダブルチェックによる確認をしなかったためとおもわれる。
まった。
ＴＤＲ診察時に、心エコー枠で頚動脈エコーをするとこことでいつも通り、エコーとトレッドミル枠をお ケアレスミス・思い込み
さえ予約を入れた。いつもは、ＴＤＲが頚動脈エコーに使用するカメラを業者にＴＥＬで手配してくれ
ていたため、先生の方でしてくれると思い込み、確認もしなかった。結局、先生も非医療スタッフが
手配してくれていると思っていたため、カメラの用意ができず、当日検査ができなかった。先生より
患者へＴＥＬしていただき謝罪してもらった。先生にも患者にも迷惑をかけてしまった。
TJ1クール目施行の際、心電図モニターの装着をし忘れた。抗癌剤投与後に装着し忘れていたの 化学療法初回には心電図モニターを装着することを忘れていた。心電図モニターを装着するマ
に気がつき主治医へ報告した。心電図装着は抗癌剤投与が終了していたため、その後は装着を ニュアルになっていた。
しなくてよいと指示を受けた。
ＴＫＡの術前投薬が間違って与薬された。手書き処方のセルシン１Ｔ・アルタット１Ｔを与薬したが、 手書き処方箋とオーダ入力の両方があった。変更が告げられていない。オーダは１７時過ぎにさ
別にアルタットのみ処方がオーダー入力されていた。深夜の申し送りで手書き処方箋と共に薬剤 れており当日昼頃届けられていることがわかった。オーダミスと思いこんだため医師に確認を怠っ
（セルシン・アルタット）を渡される。手術申込書にはオーダーラベルが貼ってあったがアルタットの た。業務繁忙（緊急手術等）
みであった。日勤看護師は入力ミスと判断し手術申込書のオーダーラベルの下にセルシンと転
記。１２時に前投薬を内服させた後他の看護師より術前薬が届いていると告げられたが中身は確
認していない。手術室から指摘されるまで間違いに気づかなかった。
ＴＰＮダブルルーメン・青側の点滴が終了後、時間がたちルート閉塞する。
点滴が終了しているのに気付かず、対応が遅れ、輸液管理が不十分だった。
ＴＰＮより持続点滴を行っている患者にノボリンの入った点滴を５時に更新し、１０時で終了予定で ・滴下や患者の状態観察不足 ・持続点滴患者の観察マニュアル不整備
あった。更新時と３０分後に滴下状態を確認したがその後は観察をせず朝９時に次勤務者より残
量が４００ｍｌあることを知らされた。
ＴＰＮラインの接続部がはずれ、逆血し閉塞してしまった。
輸液セット交換時、接続部を閉め忘れた。
TPNラベルの混注薬品名と無菌調製済みの押印が異なっていた。
薬局内で、調製済みの押印の実施忘れがあった。現行のTPN調製時作業では、調整者が調製内
容を知る手段はTPNラベルに限られている。ラベルの準備段階で記入漏れや誤りがあると、これ
がそのまま調製されてしまう。
ＴＰＮ施行中、抗生剤終了後メインルートに切り替えたが落下せず抜去となった。
もともと落下状態が悪く、抗生剤と同時落下によりメインルートが流れていなかった。対応が遅
かった。
ＴＰＮ施行中のＰｔであり（６時１４時２２時）で血糖チェック、スライディングスケールでフォローしてい 手順の不備
る患者様。本来指定の６時に血糖を測るはずが、他の業務に気をとられ（ＢＢ、シーツ交換ｅｔｃ）血
糖チェックを忘れてしまった。日勤者への指示の送りの途中で測定していない事に気付いた。その
時点で血糖の測定をした所、146でスケールにはかからなかった。Ｄｒには事後報告しこのままで
良いとの事だった。又、いつもスケールにかからない為以後は生化フォローとなった。（いつもはＩＣ
Ｕチャートの血糖測定の欄に測定する時間に／と線を書くのだがこの日は線を書く事も忘れてい
た。）
ＴＰＰＡ予定の患者で、前日から施行している抗生剤が別のＢＯＸに置かれていた。ＴＰＰＡが中止 検査前から投薬されている場合の取り決めがなかった。フリー看護師のチエックの目がなかった。
となり、受け持ち看護師は１本目は別ＢＯＸから取り出し施行した。あとで、もう１本をワゴンに用意 指示箋の確認を怠った
しようと思いながら、他のことを優先させている間に忘れてしまった。フリーの看護師は中止をしら
なかったので、チエックしなかった。
ＴＳ１を２回／日、２錠づつ服用中の患者様に、朝薬を準備する際１錠づつ準備し投薬した。夕方 看護師が準備する時、確認不足。配薬する時、薬袋は持参していないので確認の方法がない。与
の与薬の際、薬の残量があわず疑問に感じ確認したら、朝１錠しか渡していない事がわかった。 薬の３回確認の不徹底。
TSIを ４C／日 １日２回で投薬中の患者様、朝与薬の際１回１Cと思い込み１C投与した。その日 ・薬袋に記入してある薬の内容を確認していない ・朝の多忙な時で、業務に追われ確認不足
の夕方与薬の準備をしている看護師が残薬の数が合わないので疑問に思い確認して間違いが発
覚した。
ＴＳー３ ３カプセルを夕食後経口与薬する予定が、実施しなかった。
外泊から１１月７日１４時に帰棟予定だったので、夕方から内服再開予定だったのを与薬車に「１１
月８日再開」と記入した為、与薬の係のナースは１１月７日夕分は与薬しなかった。なぜまちがえ
て記入したかを言うと、もう一人外泊の患者様がいてその患者様は１１月７日１８時帰棟でその患
者の帰棟時間と勘違いしてしまった。
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一連の検査なので処置室に検査技師が出向き、実施する。時間で採血する検査は責任もって始
めたところで担当する。
確認をきちんと行い、医師との連携をとる。
ＴＢＴの時にアラームが鳴るがＯＦＦにすると危険なので、ＯＦＦにしないで処置を行う。 バランス
シートを見ながらチェックする。 注意を促すメモはすぐに見えるところに貼る。 手順通りに２人で
ダブルチェックする。
処置実施時は必ずダブルチェックを施行する。
だれがカメラ手配するのか決めておく。

化学療法の初回の患者を受け持った時に忘れないように注意する。看護師間でのチェック機構を
確立させる。
医師はオーダを変更した時点で看護師に伝える。指示内容が違う場合は必ず指示医に確認す
る。指示欄は看護師は書かない

点滴終了時間を予測する。タイマー等で忘れ防止をする。頻回に訪室する。
・マニュアルの整備と遵守 ・薬物療法と看護師の役割について再教育
輸液セットの接続部は、テープ固定をする等外れない工夫をする。訪室の度に確認する。
調製者も内容の確認ができるような、オーダリングシステム、注射箋のシステムを導入すべきと
いった検討。 その他検討中
予測されていることなので、何を優先するべきか考えて行動する。
業務改善

上記について改善していく

受け持ち看護師が責任もって準備し与薬する。準備･投与前･投与後の確認を徹底する。与薬時
にも薬袋を持参し確認する。
・与薬の際の３回の確認を行なう ・投与する直前にもう１度薬袋を確認する
同じような外泊日時のある患者がいたことはどちらも自分が担当していてわかっていたことなの
で、頭の中の記憶を頼らず、カーデックスを見て確認して間違いのないようにしていく。

2828
2829

2830

2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837

2838

2839

2840

2841

2842

2843
2844

2845

2846

2847

2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854

具体的内容
背景・要因
ＴＵＲ－ＢＮ後の患者さんで、退室前輸液がなくなり、一緒にいた看護師が医師に指示を尋ねた。 医師の指示が口頭指示であったこと。 指示の確認の復唱が出来ていなかった。 投与を始める
医師は口頭でソリタＴ３をつなぐよう指示された。この時、私は看護記録を書きながら指示を聞いて ときに、「○○にかえます」と、周囲にもわかるよう声をだせていなかった。 退室前の記録をしな
おり、実際注入する際ソリタＴ1だと思い込み、ソリタＴ１を投与してしまった。
がら指示を受けたこと。
TUR-Pの術後２日目の患者様で，深夜帯で朝の検温の際，エピドラの接続が外れていた事の発 術後エピドラの接続ができていなかった事が要因，術後２日目にも関わらず，確勤務での確認が
見となった．
できていなかった事が要因といえる．
ＴＵＲーＢＴOpe後第一病日目、尿バルーン抜去。杖歩行の為、ポータブルトイレの設置を勧めるが 物理的な環境や設備上の問題点
拒否、室内のトイレに行きたいと希望あり排泄時にはNsコールでしらせるよう指導していた。夜間
になり頻尿となつていた。２３時すぎNｓコールあり訪室すると、トイレでしりもちをついている姿を発
見する。トイレとシャワー室の段差がありそこにつまずいた。
ＴＶを消そうとしてベッド柵をはずして立ち上がろうとして床に尻もちをついてしまった。すぐに数人 患者への気配り不足
でベッドに抱えあげた。本人より痛いところ無いと言われる、腰の辺りを見るも打撲のような様子は
無い。当直Ｄｒに報告、経過観察となる。
TV透視台のサプライマガジンに生フイルムを充填しようとしたところ、マガジンのシャッターを閉じ 検査と検査の早く済ませようと合間で慌てていた。
る前に室内灯をつけていまい、フイルムを感光させてしまった。
Ｔ氏より歩行時ふらつきがあると訴えあり、医師診察後点滴の指示あり、注射箋を薬局へ ヘスパ ヘスパンダーとヒシセオールは袋の色が違うので、注射箋の見間違いか思い込み。
ンダー３００Ｘ２提出するも、ヒシセオール３００Ｘ２が処方された。
Ｔ杖フリーの患者さん。自室でテーブルにつかまり、洗面台のところに移動しようとして転倒した。 テーブルは話していたがつかまれる距離であった。患者さんの理解が乏しかった
他患者さんよりＮＣで呼ばれ発覚した。
UBにおいて、患者が持ってきた伝票が病棟入院患者のものであった、実際には外来患者で入院 確認不足
時にもらった伝票であった。付帯情報をフィルム上で書き換えて提出。
ＵＦＴーＥ顆粒４包／分３の処方の「朝１包 昼１包 夕２包」のコメントを入れ忘れた
確認不足
UFTカプセルのオーダーに対してUFT顆粒を調剤してしまった。
思い込みで調剤したが、監査でも見逃してしまった。（確認不足）
ＵＴＩ貧血にて入院し、アルツハイマー、筋力低下のある患者である。 ２時４０分訪室するとベッド ・転倒歴はあるが、歩行は自立していたため歩行器や補助具を近くに配置していなかった。
サイドの床に体育座りをしているところを発見する。本人は、トイレから戻る途中尻尻餅をついたと
訴えていた。左股関節痛あり、腫脹はなかった。外科系当直医(整形外科医)へ報告、ＸＰ上明らか
な骨折は不明であったがスピードトラック２ｋｇで牽引する。家族に報告。ＭＲＩの結果、大腿部頚部
骨折と診断され、整形外科併診となり治療していく事になる。患者は、入院時に転倒の経験があ
り、Ｎｓは頻回に訪室し、トイレのドアを開放にし電気をつけておくなど安全を配っていた。歩行は、
入院時より自立してきたが歩行器など補助具を近くに置くなど配慮をすべきだったと思う。
ＶＤＳのインシュリンを間違えて投与した。ノボリンＮのみなのに、ノボリンＲも併用して使用した。指 注射箋にマーカーを付けて間違わないようにしたにもかかわらず、同じ間違いが続出した。
示箋（注射箋）の確認を誤った（思い込んだ）。患者さんは２日前も同じ間違えで低血糖になった方
で、今回も低血糖を起こしてしまった。
ＶＤＳの代わりに注射の定期指示が出ていた患者様にＶＤＳを飲ませてしまった。内服は中止に ナーススケジュールに内服中止と書いてあったが見落としてしまった。 申し送りをしっかり聞いて
なっており、ナーススケジュールにも書いてあったが見落としてしまい、準夜帯でＶＤＳを飲ませ、 いなかった。 ＶＤＳの代わりにセレネースの注射の定期指示が出ていたのにおかしいと思わな
深夜帯から日勤帯の申し送り時に発見した。内服が中止になっていたのは、発熱が続きむせも見 かった。
られたので誤嚥性肺炎になるおそれがあったためである。
ＶＤＳ服用後トイレに誘導し、１５分後に戻ると患者が便座サイドにうずくまるように倒れ眠ってい 眠剤が１３日より変更になった。排尿介助中患者から離れた。
た。呼名はあるが全く動けず看護師２名で引きずり出すようにしベッドまで運んだ。外傷、打撲は
認めなかったが眠っているのかレベルが低下したのか状態を観察した。眠剤は１３日より変更に
なっていた。
ＶＨルート確保のため輸液ポンプを使用し、生理食塩水５００ｍｌを２４時間で滴下の指示であった。 点滴接続時間が遅れていたため、深夜勤務者は滴下数を３３ｍｌ／ｈに調整していた。１０時に接
前日よりの維持分が遅れ、８時接続のところが、１０時交換となった。２４時間の予定で滴下数を設 続し、翌朝８時に終了するように計算して調整したつもりであったが、間違えた。 点滴交換時に、
定したつもりであったが、４４ｍｌ／ｈとしており１２時間の設定になったいることに、日勤終了時の 尿器交換や学生指導と業務が重なり、バタバタしていた。 １４時に訪室した時点滴の残量を確認
点滴確認時に気付いた。
したが、その時点では気付かなかった。
ＶＰシャント施行している患者ＭＲＩの指示あり施行前に脳外科に確認している間に連携不足でＭ 誰が見てもわかるように表示ＲＩ依頼用紙にコメント入力をする。脳外科受診終了までＭＲＩ施行し
ＲＩを実施してしまった。
ないための、病棟内・放射線科との連携不足。
Ｖ－Ｐシャント術後の患者さま。尿量が少なく「ソリタックスＨ５００ｍｌ＋ラシックス１Ａ」指示あり施行 入れたと思い込んだ。 ボトルにラシックス入りと最初に記載してしまった。
する。 施行後も尿量増量なく、確認すると点内にラシックスを入れていないことに気づいた。
V-Pシャント術後の患者に術後の指示として10％フェノバール１A筋注の指示があった。 かぎの 与薬時のダブルチェックがなされていなかった。 本人以外のチェックが入るシステムがなかった。
掛かる引出しよりその薬品を取り出したつもりが、ソセゴンを取り出していた。 ダブルチェックせず
に12時にソセゴン15mg 1Aをフェノバールだと思い筋注してしまった。 15時ごろ、クラークが薬品
在庫確認時にソセゴン1A不足フェノバール使用形跡ないために報告がありアンプル殻いれのゴミ
箱からソセゴン発見。 間違いに気づく。
ＶＰ検査において、注射後３０分排尿前後の撮影オーダーであったが、撮影時間を忘れてしまい、 昼交代時に担当が変わったので申し送りを受けていたが、他の仕事をしていたため忘れてしまっ
５０分後に（２０分オーバーして）指摘され、撮影した。
た。
VTにて入院中の患者で、入院当初は自分で食事が食べれており、嚥下状態も良好であった。しか 自分の中で勝手に手は届かないから大丈夫だと思い込んでいた。レビンが挿入されていることで
し少しずつ嚥下困難となった為、高齢なことも考え、誤嚥を防ぎ、確実に内服も行えるようにとレビ 患者様が苦痛に感じているところを気づけていなかった。
ンチューブ挿入となった。当日9時、検温時にはまだエンシュアリキッドが注入されており、レビン
チューブの固定を確認したところ、しっかりと止めてあったので、大丈夫だと思い、上肢の抑制まで
確認しなかった。（今までこの患者に抑制したことはあったが、鼻まで手は届かないだろうと思い、
その時は抑制をしてあるかまで見れてなかった。）検温が終了する頃には丁度エンシュアも終わり
かけていたので、レビンに白湯を通し、クランプして小さく結び、耳のあたりにテープで固定した。10
時すぎ、点滴の完了アラームがなったため訪室したところ、レビンを自己抜去していた。Drに報告
し、その後再挿入の指示をうける。呼吸状態に変化は見られなかった。
Ｗルーメンの白ルートに接続していた三連の三方活栓の接続部から点滴が漏れていた。確認す 器材が不良品であった。 取り扱いが悪かった。
るとわずかに亀裂を生じていた。新しい物に交換後は問題なく、患者様のバイタルの変動はな
かった。又、その時血液の逆流があったが、ルートの外に漏出はなかった。発見した時は家族面
会中であり状況を説明し納得してもらった。
Ｗルーメンを挿入後、青ルートに圧ラインを接続したが接続が緩かったために液漏れした。
確認不足 技術が未熟
X-P撮影時にオーダーではギブス除去での撮影依頼だったが、キブスがカットされておらず、医師 医師がオーダー入力時の確認不足
に連絡しギブスをカット後再度撮影となり、患者に時間を取らせた。
X-P指示、１週間早く撮影してしまった。
日付確認不足
X-P指示受け間違い
看護師の勘違いで、誤った日の撮影に指示受けをしてしまった。
ＸーＰへ移送するはずだった患者にＣＴを受けさせてしまった。リーダーナースとは声、カルテで確 ・思い込みによる行動 ・指呼確認できていない
認をとりあったにも関わらず、検査室からの「ＣＴを」という連絡が頭に残ってしまっていた。患者は
経済的、身体的負担を負うことになってしまった。
XXXA様"のＣＴの所見を依頼に出そうとしたところ、ＣＴのフィルムに"XXXB"と記載されているのを 確認不足
発見した。 "
136

改善策
自分が何か医療行為、看護行為をするときには周囲に伝わるようしっかり声を出す。 指示された
ことを復唱するなどし、両者で再確認できるようにする。 指示を受ける時は、一度手を止めて聞
く。 早めに予測して指示を聞き、対応する。
術後戻ってきたらすぐに，必ずテープ固定をするという原則を守る．
転倒の危険性を患者に理解できるよう十分説明する。移動時には必ずNsが付き添う。患者の了
解のもと夜間だけポータブルトイレを使用する。
ＴＶリモコンをわかる位置に置いて説明をしていればと考えた。
暗室での作業は慌てず落ちついて行なうことを部署内で申し送った。
注射箋の見間違いや思い込みだけで仕事をしないこと。
テーブルは食事以外は部屋から除く。夜間は、ベット柵４点とする
病棟の退院時の確認
１回の用量が整数にならないような場合はセット処方化する
ダブルチェック（監査）の充実を図る。
１．転倒歴や危険性のある方には、歩行の有無にかかわらず歩行器や補 助具も近くに配置す
るよう配慮することとした。 ２．転倒等の危険性がある患者に対して、危険予知と予防の具体策
実施のためチェックリストを活用する。その指標をもとに本人、家族等へ説明、同意を得る。 ３．
病室を看護室から近い部屋にすることや低いベットを利用するなど環境の整備をする。

注射箋の確認の徹底
ナーススケジュールをしっかり読み、申し送りをしっかり聞く。 ＶＤＳとセレネースを同時に使用す
ることがおかしいと思わなかったことから、薬剤について学習する。
ＶＤＳ変更後の患者には監視下での移動。排泄中は側を離れない。

当事者に指導。 滴下数換算表の導入。

ＭＲＩ依頼書にコメント入力する。脳外科受診終了までＭＲＩ施行しないように病棟内・放射線科と連
携をとり、誰が見てもわかるように表示しておく。
ボトルへの記載は、ミキシングの終了を確認してからする。 ３回の確認、指差し確認をする。
ダブルチェックの方法の再確認と構築

出来る限り検査終了まで担当した技師が検査を行うのが望ましいが、人手が足りない。とにかく申
し送りを受けているので、確認して検査を確実に実施するようにすること。
どこまで患者が体を動かせるのか考え、わからない時は先輩に相談する。患者様の苦痛を察して
関わっていく。

接続時には亀裂や破損がないか確認して接続する。 接続時は強く締めすぎたりしないようにとり
あつかいに注意する。
接続はしっかり行い緩みのない事を確認する。
再発防止策を立ててもらうよう医師に依頼した。
照射録記入前、記入後、案内前のチェックを行う
カンファレンス日から考慮し、関連づけて考えなければならない。
・声のキャッチボールによる確認 ・なぜその検査がその患者に必要なのか理解した上で実施にう
つる
確認の徹底

2855
2856
2857
2858
2859
2860

2861

2862

2863

2864

2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871

2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891

具体的内容
Ｘ患者のレントゲンフィルムを出力する際、その前に撮影したＹ患者の名前で出力してＸ患者に渡
してしまう。診療科医師が診察を行なう際、レントゲンフィルムの名前が違うことに気付き放射線技
師に連絡があり、間違えであることを確認し訂正を行った。患者への影響は無かった。
Ｘ線TV検査において、受付を済ませ、患者が来ているのに気づかず、４０分待たせた。患者の申し
出で気づく。謝罪・対応し、理解を得た。
x線ポータブル撮影 患者が体温計を挟んだまま撮影した
x線撮影の指示票の記入誤り
Ｙガーゼ交換し、カニューレ固定のひも交換をするため、ひもを除去すると左頚部が亀裂している
のを発見する。ひもにも浸出液が付着していた。
アーチスト（０．２５）１回／日の投与を間違って２回／日投与してしまった。夕方、明日の薬が薬剤
から補給され、本日は服用していることがわからず、本日の分と思って投与した。
アーチスト１０ｍｇ（１錠）を朝食後、アスパラＫ３００ｍｇ（１錠）を毎食後内服与薬する予定が、アー
チスト１０ｍｇ（２錠）朝食後、アスパラＫ３００ｍｇ（３錠）を毎食後与薬されるように準備し、実際１２
／２９の朝与薬されてしまった。

背景・要因

改善策

・名前の確認不足

・名前の確認の徹底

確認不足

確認

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
緊張の強い患者でもあるため、各勤務帯でひものゆるみは点検していた。しかし、皮膚の状態ま
で観察できてなかった。
カルテの指示内容が不充分で確認の手段がない。看護師間の情報伝達不足。

チェック、確認の徹底
確認の徹底
観察を充分に行う。
カルテには指示内容を明確に書いてもらう。本日の情報を納得できるまで確認する。

自分のチームの与薬後であり、アスパラ９Ｔ／３Ｘで内服している人がいた為、声で３Ｔ／３Ｘと言い もう一人の看護師に薬札、与薬車内のボックスを出し薬の内容を見てもらい「これをここにしまい
ながら９Ｔ／３Ｘに思い込みで整理してしまった。循内薬と記された薬札（ピンク）には他の処方で ます。」とまで確認してもらい、以後は一人で作業をしたため、し終えた段階での確認も必要であっ
あるラシックス・アルダクトン・レニベースのみ記載され、アスパラＫは別のピンクの薬札にあり、
た。
アーチストは白の薬札で残もあり、与薬車内に入っていた。そのため全てラシックス・アルダクトン・
レニベースとともにアーチストもくっつけてしまい、結果倍量投与につながってしまった。確認行動
の不十分であった。
監査の段階で、複数規格の物にマーキングしていないことに気付かなかったことが原因。
処方箋に複数規格のものにはマーキングを行う。

アーチスト2.5mgが処方されていたが、誤って10ｍｇで調剤してしまった。監査でも見落とし与薬し
てしまった。 昼食後に患者が1錠服用され、病棟担当薬剤師が夕方発見した。夕食後は服用中
止とし、翌日より2.5ｍｇ2錠分2で服用となった。
アーチスト３．７５ｍｇを夕食後に内服与薬する予定が、アーチスト８．７５ｍｇを夕食後に内服与薬 薬整理したときにレスプリにアーチスト増量と書いてあり、開始の日付は記載されていなかった。 意識して注意はしていたが、実際には不十分であった。薬札一つ一つもっと充分に確認する必要
した。
（処方開始は○／１９夕？）増量になるため、アーチスト残薬ないか確認してから整理したが、実 があった。
際はアーチスト夕分のこっていた。（３Ｔ／２Ｘで飲んでいた為「包」のつつみに実際入っていたが
自分が考えていたアーチストは「包」のものではないもので考えていたため見逃したと思う。）レス
プリにも○／１９夕？と書いてあり薬札も作られていた。それにも開始の日付なかった。そのため
整理してしまった。
アーチスト３．７５ｍｇを夕食後に内服与薬する予定が、アーチスト８．７５ｍｇを夕食後に内服与薬 夕食後の内服を出すとき、アーチスト２．５ｍｇ２錠あり、ダブルチェックしながら声出しして出してい 内服を出す際、ただ声を出してダブルチェックするのではなく、この薬はどのようなものか、この患
実施した。
たつもりであったが、本日夕分までのアーチスト３．７５ｍｇが「包」となっており気づかなかった。
者にとって何故必要なのかを考えながら出していく必要がある。
アーチストは大事な薬だと思って気をつけていたつもりであったが、気づかず本日夕分と明日より
増量となる分を内服させてしまった。
アーチスト５ｍｇを夕食後に経口により与薬する予定が、アーチスト８．７５ｍｇを夕食後に経口与 アーチストが増量になるのは○月２０日からであったが、指示受けのとき内服開始日を処方ラベ 指示受けのとき、開始日を忘れず記入。特に量が変更になったり、新しく始まる場合は注意する。
薬実施した。
ルに記入しなかったため、薬整理をした看護師が○月１９日の夕分からセッティングし、ダブって準
備してしまった。
アーチスト錠１．２５ｍｇ処方のところ１錠１０ｍｇを誤って交付したが看護師の確認により発見され ・交付者の確認不足 ・複数監査方法の不備 ・複数の規格により混同した。
・交付時の基本動作の遵守 ・相互責任方式の監査実施 ・複数規格の薬剤には注意喚起の工
たため患者には投与されなかった。
夫
アイソカル２００ｋcal、１００ccのところ２００cc、１００kcalと書いてしまった。
慣れから来る確認不足によるミス。
確認を怠らない。
アイトロール１Ｔ朝 の処方をアルファロール１Ｃ朝 で調剤しＰＴに渡した
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ダブルチェック体制を整える 院外処方の徹底
アイバック使用し微量点滴中の患児の母親から、コールがあり、アイバックが動いていない言われ アイバックが患児の手の届くところにあった事。他の入院患者があり、観察が十分に出来なかっ 経時的な観察を十分に行なう。アイバックと患児の位置関係を配慮する。（危険を予測する）母親
る。患児がさわった様子。注射器にてフラッシュしようとするがすでに凝血して入らなかった。医師 た。母親への説明･指導不足。
への説明･指導を実施する。
へ報告後、再施行される。
アクトネル錠を朝食前でオーダーした。
薬品の用法に関する情報が医師に行き渡っていない。
何らかの形で医師に情報提供する。
アシクロビル1バイヤル・生食100を3回／日点滴静注の指示が出たので、薬剤を作成し患者に投 確認不足
注射薬確認時は、指示と薬剤名をきちんと見比べ確認する。 薬剤部にも処方箋と違う薬剤をあ
与した。翌日作成した看護師が薬剤名がアシクロビンであることに気がついた。 発見した看護師
げる時は確認してもらう。 オーダリング入力システムを活用する（現在、当病棟では未対応）。
が薬剤部に連絡し、内容は同じであることを確認した。 医師に指示書の書き直しを依頼した。
注射処方箋もアシクロビルで下ろされていたことを確認した。
アストミン錠10mg 2錠 ムコダイン錠250mg 2錠 2×MAという処方のところ ムコダイン錠をム アストミンが珍しく処方されていたので、そちらに注意が行きムコダインに注意が行っていなかっ 指差し声出し確認をする。
コスタ錠で払い出していた。
た。
アスパラＫ散、セルベックスを朝・昼・夜に胃管チューブで与薬する予定が、朝・昼分を与薬しな
カーデックス、時間毎板を確認したものの、思い込みがありもれてしまった。片方だけ記入している 担当看護師が責任を持って指示受けする。最終確認（カーデックス、時間毎板、申し送りに入れ
かった。
からといって全て書いてくれていると思い込まず確認、手伝ってくれた人にどこまで指示を受けてく る）を怠らない。
れたかを確認する。指示受けの際、白板への記載が漏れた。
ｱｽﾋﾟﾘﾝ禁忌の情報がはいらず、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ坐薬を使用してしまった。
情報不足
情報が入手できるよう、システムを変更した。
アスベリン散０．６ｇのところを６ｇとオーダーした
オーダリングシステムの問題
オーダー端末の処理能力を上げる（キー入力しても反応しない場合がある）
アセトアミノフェンを21包のところ15包で調剤
調剤が立て込んでいた。
包数確認してから監査へ
アダラートCR20mgの指示に対してアダラートCR40mgを調剤してしまい、患者は２回服用した。
当直で、調剤室が不慣れであった。確認不足。
両剤の置き場所を離した。
アダラートＬ錠２０？がアダラートＬ錠１０？で調剤されていた。
思いこみ調剤
一方に薬品名の前に「●」表示をすることとした 調剤時復唱することとした 同一薬剤で「？」のこ
となる薬品の取り扱いについて薬事委員会で検討する
アダラート内服の指示が舌下させてしまった。
アダラートは舌下の思い込みがあった。舌下させるなら医師対応とする業務手順への変更が未徹 アダラートは通常内服、の徹底を再度行う。
底。
アテレック４Ｔ／１Ｘを朝に与薬する予定が、アテレック８Ｔ／２Ｘを与薬実施した。
アテレック継続の指示で、既に薬札はありその薬札は使用したが、以前の処方は４Ｔ／１Ｘのとこ 継続とはなっていても、薬札と合わせて確認する行動を怠っていたので、今後していく。
ろ手書きで４Ｔ／２Ｘにされており、そこまで見ていず継続とだけで８Ｔ／２Ｘでセットしてしまった。
アテレックのところアレロックを出してしまった。患者様が服用せず、持参し交換した。
類似名称。思い込み。
処方箋を１字１字声だして読む。
アドナ注1日点滴内に2本、1本、２本の指示のうち１本払い出し忘れ
当直中であり、なおかつ外来処方により作業が中断してし、再度の確認が不足していた。
確認、作業の途中の際には籠に入れておくなど
アドフィードをインサイドパップで調剤
思い込み調剤
処方箋と薬剤を確認してから監査へ
アトム輸液ポンプにセットする際、ルートをアトムの輸液セットにしないといけなかったが、ＪＭＳ輸 輸液ポンプとルートがメーカーによって違う
ポンプにそのメーカーのルートがセットされているか、注意札をつける。指導時に間違えやすいこ
液セットにしていた。指導者が確認の際気づいて、セットを交換した。
とをチェックさせる。
アナムネーゼに、フォスブロック３Ｔ３×と記載されていたため、そのまま患者に指導したが、実際 服薬指導はアナムネーゼの記載だけを見て行なった。
入院時、自己管理で持参薬継続の時は、用量・用法を必ず患者と一緒に確認する。
はフォスブロック９Ｔ３×で服用していた。そのため、薬剤科で把握していた日より早く内服薬がなく
なってしまった。
アピスタンディン注射用を冷所保存医薬品と思ってセットしなかった
知識不足
自動集計用紙に冷所医薬品は冷所とわかるように印字するシステムの導入を検討依頼する。
アマリールの飲み方を朝食後のところ夕食後と入力間違いをした
自分では朝食後と入力したつもり。 緊張感不足
薬によっては決められた飲み方があることを理解するため薬剤師より勉強会開催する
アマリールを１日３錠服用していたが入院中に１日１錠に変更になったが、退院後の外来処方で１ 情報伝達の問題
処方変更の経緯が不明だが、患者の現状をよく把握してから処方するように周知する
日３錠とオーダーした
アマリールを朝３錠内服していたが毎食前１錠内服と思い込み夕食前に１錠内服させてしまった。 血糖薬は毎食後だという間違った思い込みがあった。
薬袋・服薬階数錠剤をしっかりダブルチェックで確認を行う。
２２時の血糖も１０５ｍｇ/ｄｌにて低血糖症状見られなかった。
アミカマイシン１００ｍｇ投与を当院のアミカマイシンは２００ｍｇの含有量なので半量に溶解すると ・１００ｍｇの指定された根拠を理解していない。
・減量等の指示内容を病状と照らし合わせて考える看護の実践者を育成する。
ころをダブルチェックして分かっていたが、実際の溶解時には全量を溶解してしまったため廃棄処
分となった。
アミトロで人工呼吸器装着の患者 ｱﾗｰﾑで訪室すると、接続部がはずれていた。
接続部のゆるみ
吸引後の接続部の確認強化
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具体的内容
アミノトリパ１号＋ネオラミンマルチ１V混注であったが、アミノトリパの上壁と下壁を開通させずに
そのままつないだ。他の看護師が発見、医師へ報告しアミノ酸液のみ点滴したが基本液は破棄し
た。
アミノトリパ2号１８００ｍｌを18時～18時で点滴されている患者さん｡受け持ち時､滴下速度は良好
であったが、ＡＭ4時、残量がすくなく、滴下調整をしたにもかかわらず､ＡＭ6時には､残量２００ｍｌ
となってしまっていた。患者さんはルートはいじっていないと言われる。ＤＸ値は２２０ｍｇ/ｄｌであっ
た。主治医に報告し、ＳＴ５００ｍｌ追加指示を受けた。
アミノトリパ２号内へソービタ、エレメンミックを注射器で注入した後誤って注射針を輸液パックヘ刺
してしまった。
アミノフィリードにブスコパン等混中後開通すべきなのに、そのまま患者の元に行き与薬してしま
い、そのまま開通されないまま点滴が終了して他の看護師が発見した。
アミノフリード(500ml)を日勤帯で２袋点滴していたが、土曜日の日勤帯で１袋に減量と指示変更が
あった。朝、PDAにて点滴の変更がない事を確認したが、２袋目へ更新する直前にはPDAを確認
せず、施行してしまった。午後より、主治医が来棟された際には、患者の状態報告をしたが主治医
より点滴指示変更についての口頭での指示はなかった。また、病棟での差分や中止ラベルは適
宜出していたが、当患者の差分や中止ラベルには気づくことができず、２日間にわたって２袋を施
行してしまい、月曜日の日勤者がPDAで確認したところ、間違いが発覚した。カルテの医師指示簿
には土曜日の欄に「本日よりdivは１本のみ」と書かれていたが、間違いが発覚するまで気づかな
かった。
アミノフリード１００ｍｌ （６－６）を小児用点滴セット、フジオゾール５００ｍｌ （１８－６）を成人用点
滴セットを使い滴下調整していたが、何回訪室しても滴下が早くなっており、患者さんにクランプを
さわっていないかと問うも、｢していない｣という返事が返ってくる。むらおちか患者さんが触っている
かわからないが、両方、小児用セットに切り替えた
アミノフリード１Ｌを朝に上下溶解して末梢静脈点滴で与薬する予定が、溶解せず下部のみ投与し
てしまった。
アミノフリード２Ｌ＋ガスター（２０）２Ａ＋ＮＭＶ１びん＋ＨＲ１８ＩＶを、ＤＩＶ交換時に自動ポンプで８８
ｍｌ／ｈで与薬する予定が、アミノフリード１Ｌ＋ガスター（２０）２Ａ＋ＮＭＶ１びん＋ＨＲ１８ＩＶを与薬
実施した。
アミノフリード２Ｌ＋ガスター２Ａ、ビタノイリン＋ＨＲ１８ＵをＤＩＶ交換時に流量８８ｍｌ／ｈで投与する
予定が、アミノフリードを１Ｌしか実施しなかった。

背景・要因
平日は薬剤部でミキシングされるが日曜日のため病棟でミキシング施行。 他のことに気が取れ
て業務に集中していなかった。 遮光フィルムが使用されているので観察しにくい。

改善策
手で確実に確かめて開通してからシールをはがし、患者につなぐ際に再確認する。 ラウンド時の
滴下状態確認と残量チェックする。

滴下調整の手技､方法の問題

こまめなチエックで、繰り返し､覚えてもらうよう指導。

ソービタ、エレメンミックを注入している際、ナースコールが鳴り気をとられてしまった。注入後針を
抜いた際誤って輸液パックに針を刺してしまった。
アミノフィリードについて混中後開通してから開通確認シールを外さなければならないのに、開通
確認シールを外して、そのまま開通するのを忘れてしまい、そのまま患者に投薬してしまった。
点滴を２本目に更新するときにPDAで確認してから施行しなかった。また、差分や中止のラベルに
気がつかなかった。カルテ整理のときも医師指示簿を確認しなかった。その日の点滴の指示変更
の際に主治医より指示がなかった。

輸液を調剤している際にはそのことに集中する。

患者観察と患者指導の問題

セットを替えてとりあえずは頻繁に観察を強化することとした

点滴準備の際、アミノフリードを溶解せず準備し気づかずに患者に投与してしまった。点滴終了
し、上部のみ残っていることに気がつく。ダブルチェックはしているが、準備、投与と自分が関わっ
ていた。
点滴の内容は、△出しされていてアミノフリードは１Ｌ分しか用意されていなかった。注射をつめる
ときにダブルチェックはしていたが、確認が不足していた。そのため、△出しで用意されていないこ
とにも気付かず注射をつめて与薬されてしまった。準夜帯で点残が少ないことに気付いて事故が
わかった。
点滴の内容は△だしされていて、アミノフリード１Ｌしか用意されていなかった。注射をつめるときに
ダブルチェックされていたが、気がつかず準備された。点滴追加時にも注射箋と確認したが、混入
されていると思い、間違った量で追加した。準夜帯で点残が少ないことに気付き、発見された。
点滴の準備の時点で誤りがあり、ダブルチェックでも気付かず、輸液量が誤って開始された。イン
スリンが入っていた為、指示量より多く投与されていた。しかし、そのことが正確にわかったのは申
し送り後のことで、準夜帯では日中に何かのミスで、過剰に輸液が投与されてしまったのだと予想
した。そのため、その後の対処方法に誤り、適切に対処するのに時間がかかってしまった。（尿量
がいつもより少ないことがきっかけとなり、気付いた）担当ナースに確認もしたが事実をはっきりさ
せられなかった。
この患者は昨日、転棟してきたため、面識がなかった。注射伝票にインスリン指示有りと記載がな
かった

緊張感が足りなかったと思う。このようなミスをしてしまったのかと反省する。

アミノフリード２Ｌ＋ガスター２Ａ、ビタノイリン＋ヒューマリンＲ１８Ｕを日中追加交換し、流量８４ｍｌ
／ｈでＣＶ投与する予定が、アミノフリードを１Ｌしか使用せず、日中交換し０．８ｌになっていた。イン
スリンは２倍の速度で投与されていた。１８時４５分には残２５０しかなかった。なぜそうなったかの
判断を誤り、指示量より大量の輸液を短時間に投与した可能性を考え輸液流量を減少する対処
をとった。その後深夜への申し送り時、輸液の準備のときにアミノフリードが１Ｌしかなかったことに
気付き、実際輸液量が４５０ｍｌほど不足した。
アミノフリード５００ml内にヒューマリンR６u点中の指示であったが、それに気付かずアミノフリード５
００mlのみをつないでしまったワークシートとインスリン指示書には記入してあったが、点滴を準備
する際、注射伝票には記載がなかった。４時間ほどして、他スタッフが気付き、発覚した。医師へ
報告し、指示にて残３５０ml内に、ヒューマリンR２u点中した。
アミノフリード５００の隔壁を開通しないままに点滴を実施した。点滴が終了するまで気づかなかっ 開壁したことを確認してから剥がすシールを開壁する前に剥がした。
た。点滴の開通確認シールが剥がしてあり開通していると思い込んだ。
アミノフリードの隔壁を開通させずに滴下させてしまった。開通後にはがすシールも未開通のまま 点滴が空になっていたのであせりがあった。なぜ直前に開通させなければならないかの知識不足
はがしてしまった。約２時間後に発見した。
がある。

アミノフィリード開通後確認してからシールを外すこと。投薬前にももう一度確認していくようにす
る。
朝だけでなく、注射を実施する際にはその都度PDAにて指示の変更がないかを確認してから施行
するようにしていく。差分や中止のラベルが出ていないか注意して見るように習慣づけていく。その
日に点滴の指示変更がある際には看護師に声をかけてもらえるように主治医に伝えていく。

△だしのときもダブルチェック必要。ダブルチェックのときは、声を出して指を差して確認していく。

点滴準備時、投与時、ダブルチェックされているがそれぞれが不十分な確認であった。ダブル
チェックの方法を見直す必要がある。点滴確認する時は、いま一度薬品名、指示量、投与方法が
適切か慎重に行う。
ダブルチェックの見直し。思い込みをなくし、点滴を確認するときには１からふり返るよう心がける。
各自、自分の行動判断には最後まで責任を持つ態度と意識付け。

ボトルにインスリン点中の指示がある場合は必ず、注射伝票にも（インスリンオーダーあり）と記入
する
開壁したことを確認してからシールを剥がす．

点滴施行前に現物をWチェックする。 開通させた日時、氏名を記入させる。 ラウンド時の点滴
チェック、滴下調節する。 空になる前に薬剤の準備を早めにしておく。 薬剤に対する理解を深め
る。
アミノフリードの隔壁を開通しなかった。点滴終了コールがあり、上室が残っていてわかった。
確認不足 開封シールを活用していなかった
開封シール活用
アミノフリードの更新が10時にあり、日勤者が更新した。時間40滴で次回更新が22時のはずが、 10時の更新時の確認不足はもちろんのこと、日勤から準夜勤務に変わったとき、他の目での確認 日勤から準夜に引き継がれた時、別の目で再度細かい確認を行う。 袋も透明・内容物も透明の
20時には終了となった。アミノフリードを破棄しようとしたところ、上下の開通がされておらず、下室 が不足していた。
ため、ぱっと見た感じでは開通したか分かりづらいので、ミスをなくすために色をつけてほしい。
の糖・電解質のみで、上室のアミノ酸が入っていなかった。
アミノフリードの上下隔壁の開通忘れ。 点滴準備の際、開通しないで、シールだけはがした・・・Ａ 注射薬混注時のルール違反 ダブルチェックの形骸化
マニュアルの遵守の指導
看護師。 受け持ち看護師Ｂは、他のＣ看護師とともにダブルチエックを行ったが、開通していない
ことに気付かず、点滴を施行した。終了時に、他の看護師Ｄが開通忘れに気付いた。
アミノフリードの点滴を交換したとき、アミノフリードの隔壁が開通していないことに気づかず、次の 外袋から出されており、開通されているのもと思い込んでいた。 確認を十分に行っていない。 無 思い込みをなくし、点滴を行う際には必ず開通されているかダブルチェックしてから点滴を行う。
勤務者が交換する際に開通されていないことに気がついた。
意識に、赤テープを外してしまった。
可能であれば患者様にも開通されているかなどの確認を行っていただく。
アミノフリードの点滴指示に対し、薬剤がまちがってトリフリードを補給した。病棟の看護師は準備･ 薬剤からの補給の際、ダブルチェックがなされていない。病棟で看護師が確認する際の確認不
準備･実施を確実に受け持ち看護師が行なう。注射伝票と薬剤を必ず照合確認する。
実施の際、間違いに気がつかずそのまま実施してしまった。次の切り替えの際看護師が気がつ 足。注射伝票の筆圧が弱く読み難い。
き、間違いが発覚した。
アミノフリードの点滴内にレペタンを入れるところ、ソセゴンをいれた。アンプルを捨てる際に気づい 保管庫の薬剤明記が明確で無かった。
保管庫の薬剤名を大きく書く
た。
アミノフリードの薬液はWチェックはしたが、開通ラベルはずし、開通をしたと思いこみ接続した。患 声だし確認した際、開通ラベルは開通してから外していない。
開通ラベルは開通確認してから外す手順を守っていない。 患者サイドで再度確認もできていない
者から開通していないと指摘され気がつく。残１５０ｍｌあり２００ｍｌ実施。
など手順を守る。
アミノ酸と糖質の隔壁のあるアミノフリードを使用時隔壁をシールをはずしたが開通せず、そのま 使用方法の確認を
１．シールをはずせばよいのか。２．シールをはずして開通しているのを確認する方法は。（確認し
ま点滴した。
てから使用を）３．隔壁のある点滴製剤の使用法の各部署でのマニュアル再確認。ダブルチェッ
ク、隔壁開通しない場合の注意、点滴できないような製剤の開発を。
アミノ酸製剤の上室と下室を開通させずに点滴をしてしまった。
確認不足。
実施前に看護室で開通させ、病室で患者確認の際、再度点滴の確認をすることになっている。
アムロジン2錠28日分処方に対して、28錠しか出していなかった。
28日処方のところを28錠と勘違いし、鑑査してしまった。
思い込みをなくし、処方を読み上げ、再度確認するように心がける。
アムロジンの服用を開始日の１日前に薬袋に記載したため。本人手持ち分と重なり、アムロジン５ 薬袋への転記ミス。薬と処方箋は２人で確認しているが転記後の確認ができていない。
転記後の確認も確実に行うように周知徹底する。
ｍｇのところ１０ｍｇ服用してしまう。血圧測定を行い、経過観察したが異常はみられなかった。
アモバン錠をベンザリン錠で調剤
注意力不足
錠剤を薬袋に入れる際に再度処方箋と錠剤を確認
あやまって頭打ちのデータを誤報告しないための予防策として、再検が必要なデータは数字では 数字データがはいっていることのみの確認で充分な確認作業ができていなかった可能性もある
事例の共有による、認識の徹底で様子を見る。 診療側でも９９９９の数値データを見た場合は検
なくて、９９９９と表示される設定になっていて、再検後にデータを入れ替えるシステムとなってい が、確認作業を増やしているので発生の可能性は低いと考えられる。
査科に確認してもらいたいとの要望をする予定
る。 しかし、容認する時の不注意で９９９９のままデータを診療側に送ってしまった。 同様の事例
があったので、データを確認するステップを増やしたばかりなのに再度同じエラーが生じている。
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具体的内容
アラームが鳴ったため、穿刺部位を確認しようと思い、布団をめくったところ、右手の手首側返血
ルートの接続部がはずれており、出血にて血液汚染していたことを発見した。すぐに処置を行い、
医師へ報告した。患者様の意識はレベル低下なく、ＢＰの変化なく、血液ポンプをオフにし酸素５Ｌ
をマスク装着により吸入した。 接続部で再度補強し、ルート内血液の凝固がないことを確認して
透析を開始した。
アラームが鳴ったので訪床するとＡラインを自己抜去していた。患者様はセデーション中であった
が充分でなく手が動いていたので抑制もしていた。
アラームが鳴っているので訪室すると、ＳｐＯ２：８０台に低下していた。酸素流量計とＴ字型酸素ホ
ルダーの接続が外れていて床に落ちていた。即接続すると、ＳｐＯ２改善する。
アリセプト３mg１T/分１の指示に対してアリセプト５mgをセットし、患者は２回服用した。
アリセプト錠３ｍｇのところに５ｍｇを調剤してしまった。
アリミデックス錠を９０日分処方するところを３０日分しか処方しなかった
アリメバッグ投与口を間違えて点滴ラインを挿入。薬剤が漏れて破棄となった
アルカイドＧ６０ｍｌ＋トロンビン末１万単位を夕方と翌朝に与薬する予定が、与薬の板へ書き忘れ
てしまい実施しなかった。

背景・要因
・左手指が刺入部で固定がしにくかった。 ・ロック付きのエクステンションチューブの固定が甘
かった。

改善策
・穿刺のテープを必ず再度確認する。 ・透析スタートする際は、２人でゆっくり余裕を持って行う。

抑制が緩んでいた。 セデーションが不十分

セデーションが必要な患者はしっかり行い中途半端なセデーションは行わない。

接続部が緩いためテープ固定してあったが、長時間使用のため外れたと考える。観察確認不足。 この症例を共有して、外れるものだと思い観察を行っていく。テープ固定も毎日貼り替えを行う。

確認不足
監査システムの充実。
複数規格の存在
処方箋、調剤棚の表示の工夫
オーダー発行時の注意不足
次回の受診予約日と投薬日数をチェックするシステム
知識不足
アリメバッグの投与口について思い込みで操作しない
アルロイド・トロンビンが患者に正しく与薬されるためには、カーデックス、与薬チェック表に指示の 各自マニュアルを見ながら検査の前後の処置を実施している。忘れることのない様にチェックリス
カルテ控えを出し、活用または記入することで与薬係から時間毎に与薬される。与薬チェック表に トを作成しチェックして行く事で忘れることを防ぐ。
記載されないことで患者に与薬されなかった。
アルコール依存症、夜間、ベッド傍で倒れている。右額に傷。
夜間、眠剤、２～３種類使用中、追跡装置もあり。柵もしていた。頻回の訪問もしていた。
１．家人への注意 ２．ベッド柵の工夫。拘束も。あまりに危険なら病室をカーペット、転院も。
アルゴンレーザーメス用の対極板を貼らなければならない所、泌尿器科の電気メス用の対極板を 焦りがあり、準備していたアルゴン用の対極板に気付かずに慌てて部屋の中にあった対極板を使 焦らず外袋を確認する。 違いを知る。 業者に違いがわかるパッケージに変えてもらうよう依頼す
貼ってしまう。本体に接続した時点でアラームが鳴り間違いに気付く。すぐにアルゴンレーザー用 用した。 確認不足。 袋が同じでわかりにくい。
る。
の対極板に貼りかえる。
アルサルミン・トロンビン・マーロックスの内服指示の中止指示と解釈して､薬袋に中止日の記入を 指示簿の記載
指示記載の統一
したが、３剤のうち１剤だけが止めであることが分かった。３剤を１つの枠で囲ってあったので、３剤
とも止め指示であると思った。再確認して、間違いが分かった。
アルサルミン細粒1.5g/日を3.0g/日で調剤
見間違え
複数での確認徹底
アルサルミン細粒３ｇ７日分処方されていたが、１４日分の払い出しを行った。病棟より多いとの旨 丁度昼時間帯で、人数が少なく忙しかった。
十分注意を払う
あり、７日分引き上げた。
アルダクトン２５ｍｇを７時に経鼻により与薬する予定が、アルダクトンのボックスに入っていたラ
準備の際、薬札見てダブルチェックしたが薬札が合っていると思い込み薬剤名まで確認せずセット セットされていても再度薬名も確認していく。ダブルチェックの徹底。
シックス０．７５ｇ２袋を与薬実施した。
した。
アルダクトンA錠14Tを7Tで調剤
確認が不十分
錠剤粉砕指示であった。今後は、簡易懸濁できる医薬品は、簡易懸濁での投与導入することで粉
砕調剤を減らす
アルツハイマーがあり不穏状態の患者。ルート類自己抜去の可能性を考え、両手にミトン型抑制 ・医療用具の採用や保守・管理の問題点 ・業務、労働体制上の問題点
・ミトン型抑制帯は現在手作りの物を使用しており、有効性の面で問題がある。活用が有効な既製
帯を使用していた。しかし拘束はしていなかった。経管栄養を開始するために、頭部、下肢を
品の購入を検討する。・適正な人員配置。
ギャッジアップした。ナースコール対応のため患者のもとを離れ、戻ったところ体位がずれており、
鼠径部のIVHルートを右手で握り途中から引きちぎっていた。
アルツハイマー既往あり鼻内手術２日目 同室者コールありベッドの横でしゃがみ込んでいる
処置室へ移動後も何度徘徊あり他病棟ナースにて保護される
頻回に訪室していた 処置室へ移動後も巡視へ行くまえは患者の様子を見てから巡視する 家族
にも徘徊を気付いた時は付添いを依頼する
アルツハイマー痴呆のある患者さん。ＤＩＶ施行中であるが、受け持ち看護師が昼休憩にあがり、Ｄ 観察が不十分である
点滴中の観察の強化
ＩＶを施行中なので、時々観察して欲しいと頼まれていたが、リーダー業務をしている間に、ルート
を引きちぎって､布団に点滴が漏れているのを他の看護師が発見した。逆血はなし
アルビアチン、生食の準備をしたが、夜勤の看護師に確認したら、すでに実施済みであった
引継ぎ時に実施済みの処理をしていなかった
通常、使用しない薬で不信に思い、声を出して確認した。 機械的に処理せず、不信に思うこと
は、必ず確認をする。
アルピニー坐薬２００ｍｇを２個払い出すところを１個しか払いださなかった。
アルピニー坐薬は１００と２００の２種類があり２００ｍｇにのみ気をとられ、数の確認がおろそかに 声だし、指さし確認の徹底。
なった。 監査者も同様の意見であった。
アルピニー座薬（１００mg）を３分の２と入力するところ間違ってアルピニー座薬（２００mg）と入力し システム上間違いが発生しやすく間違いを指摘するような機能を持ち合わせていない。
今後、電子カルテにおいて防止システムを導入することは難しいため、ダブルチェック機能（医師と
てしまった。
看護師または医師と薬剤師）を考える。
アルファロール０．２５μｇの処方に対し、１μｇのカプセルを調剤してしまった。
規格違いの薬剤の採用
調剤棚の表示の工夫、処方箋の表示の工夫
アルファロールカプセルを自動錠剤分包機で調剤している際（一包化調剤）本来入らなければい ・確認不足
・跳ねやすい錠剤の処方時は特に確認を充分する
けないところの隣に飛んで混入。二人で検薬をしたが隣に飛んでいることに気づかず病棟に払い
出した。看護師によって発見され患者にわたる前に正しく調剤した。
アルファロール処方のところ、誤ってワンアルファを調剤してしまった。その日はアルファロールの 薬剤の名前が似ている。（複数規格薬品）
複数規格薬品の再確認
処方とワンアルファの処方が続けて何回か出ていた為誤った思い込みでワンアルファを調剤して
しまった。
アルブミナー５００ｍｌを末梢から２４時間で点滴指示があった。滴下変動があり１２時間で滴下して 輸液の滴下変動 観察不足
輸液ポンプの使用
しまった。
アルマールを処方しないといけないのに、アマリールを処方していまった。事務から入力時指摘あ 紛らわしい名前と勘違い
十分な確認
りミスに気がつく
アルロイドＧを飲んでいた患者が病棟内に２人いた。１人の方はアルロイドＧが飲みきりＯＦＦと
思い込み
患者教育の徹底引継ぎ
なっており、自分もその情報を知っていたが薬を配る際に誤って飲みきりＯＦＦとなった患者様の配
膳に置いてしまった。患者は気付かず、そのまま飲んでしまった。薬を配っている際ＮＳコールや、
面会者の家族への対応があり気が散ってしまう状態ではあったが、薬をお盆の上に置く時の名前
確認がきちんと出来ていなかった。
ある患者に本人用の夕食後薬を昼食後に与薬し、昼食後薬を夕食後に与薬した。患者本人より 薬のセットミスと与薬時のﾁｪｯｸミスが重なった。
セット時は複数での確認を行う。配薬時は患者名と内服時期の明示の確認を行う。
薬の内容が違うと言ありミスに気付く。患者には特に影響なく、本人より「自分も注意していなかっ
たからいいですよ」との返事あり。
ある患者が椅子に座っている別の患者様を後方から両手でつかみ前後に強くゆする。すぐに気づ 咄嗟のことでスピードが速く防げなかった｡今までもこの患者はターゲットを絞り追いまわす傾向が 発見時の対応を工夫する。行動観察をして目つきが悪い、表情が硬いなど前兆を把握し声かけに
き二人を引き離す。首を閉められた患者はおびえてほかのところの行きたいと話す。
あったが、今回のことは予測できなかった。
より気分転換をはかる。
ある患者様の○／１１分の眠前薬が２日分配薬ケースに入っていた。確認すると、１２日分が入っ 何かの手違いで○／５に一週間分をセットした時に入れ間違えたと思われる。確認が不十分だっ ダブルチェックをすることで未然に防ぐことができたのでこれからも確実に行う。
ていない。。
た。
ある患者のメインボトル（持続点滴）を、未使用のため返納した。同職者より、その患者のメインボ １．患者の名前と顔を、把握していなかった。２．確認不足であった。
１．カーデックスや患者の顔を見に行くなど、確認を怠らずに行う習慣をつける。
トル（持続点滴）が無いことを指摘され、他の患者と間違えて返納したことに気がついた。
ある女性患者が入浴中、隣の席の患者様が使用中のシャワーが冷たいと大声で言い、突然温度 痴呆の為、患者の予想できない行動はありえたが、十分に考慮できず防げなかった。
痴呆の為予測できない行動が見られる。十分な観察、介入を行う。
のつまみを最高まで上げる。
アレビアチン３００ｍｇ／日を与薬しなければならなかったが２００ｍｇ／日の方を与薬した。 ○月 指示変更がされており、３日間重複していたが中止などのコメントはなかった。 指示シートに両方 医師に指示変更した時は中止の処方を消去するか中止のコメントを入れてもらう。 指示シートを
５日から１１日までアレビアチン２００ｍｇ／日が処方され、１２月９日から１５日までアレビアチン３ の処方が記載されていたが気付かなかった。
しっかり確認する。
００ｍｇ／日が処方された。
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具体的内容
背景・要因
アレビアチンに薬剤過敏のある患者に対してアレビアチンを投与してしまう。患者はてんかん発作 ・情報用紙での確認を怠った。 ・医師とアレルギーについて十分な共有が出来ていなかった可能
があり、電極留置術施行のため搬送中てんかん発作が出現し、口頭指示でアレビアチンを投与す 性。 ・患者とアレルギー情報は離れている為、緊急時カルテなどからの確認が抜けやすい。 ・
る。点滴を作成した看護師は後になり患者にアレルギーがあったことに気付き、データベースを確 注意事項の記載が特別目立つように統一したルールが無い。
認するとアレビアチン禁と記載があった。直ぐに医師に報告し患者に強ミノが投与された。急性ア
レルギー症状の出現は無かった。
アレビアチンのＤＩＶを別ルート（動かない足）に固定したが、針が抜けてしまう。
下肢が動かないと思い込み、翼状針を固定し掛布団をかけてしまう。
アレビアチンの点滴を行う際に同じラインから５％ブドウ糖＋ファンギゾン３ｍｇが点滴されていた。 確認不足 知識不足
アレビアチンを入れる時にライン内を生理食塩液で流したがファンギゾンを止めることを忘れ、同
時に落としてしまった。
アレビアチンを100ｍｇから40ｍｇ追加して140ｍｇに増量し、140ｍｇのまま継続しようとしていた。と 指示を出した医師の疲労蓄積・体調不良・注意力の低下・確認不足、処方の指示内容がわかりに
ころが、100ｍｇの処方切れに対して、40ｍｇしか処方せず、合計量は80ｍｇのまま1日半経過して くかった
いた。
アレベール１ｍｌ＋ベネトリン０．２ｍｌを１回４日間吸入にて実施する予定が、３日間実施されなかっ 準夜リーダーで、遅出帯のスタッフより入院の申し送りを受け、発熱や吸入の指示など申し送りを
た。
受けた際、指示受けサインはまだされていなかった。勤務の最後に指示簿で指示受けがされてい
るか確認した際、自筆であったが指示受けサインがされていた。実際吸入板に指示内容が明確に
記載されているかの確認まではしていなかった為、吸入が施行されなかった。
アレルギーの禁止食を調理し、配膳してしまった。
個別献立表に不備があり、アレルギー食を消されてしまった。 調理担当者は、個別献立表であ
り、不信に思いながらも指示どおり調理してしまった。
アレルギーや喘息がないことを問診で確認。 イオパロミン３００を少量投与し観察したが異常な 造影剤による予測不可能な副作用
し。 １００ｍｌを全量投与し撮影を実施。 検査終了後に咳を認め、本人から呼吸苦の訴えがあっ
た。 必要な処置を行うとともに、呼吸器科医師の診察を依頼。 その後、症状は軽快した。
アローゼンを処方量２Ｗ分量を４Ｗ分量入れた。
処方箋をみながら、それぞれの薬剤をチェックしていたが、アローゼン不足と思い込み再度２週間
分入れた。
アンギオにて持続点滴中、点滴ラインをハサミにて切断、脱血し、自分でナースコールを押してく 前日までは、ヘパリンロックであったが、事故当日は、ケモ後にて持続点滴となっていた。患者様
る。前日まではヘパリンロックであったが、ケモ後で持続点滴となっていた。本人より「邪魔だった が体動時、ラインが邪魔になり気になった。入院3日目、不穏になっていた。
から切った」と。ラインを接続するも、不穏強く、ヘパリンロックしラインを包帯にて保護。主治医に
ヘパリンロックとする許可をもらう。その後は落ち着き夜間良眠する。
アンギオ後に２時間後食事可能。６時間後安静解除の患者様に２時間経過した為食事を摂っても 教育不足
らった。患者様の意識は鮮明、今まで自力摂取してきた状態であったのと、食事可能の指示。坐
位は可能と思い込んでしまい、ベッドの上肢のみギャッジアップし、坐位で食事をさせてしまった。
５分後に先輩看護師に指摘を受けて臥床に戻した。食事開始可能を坐位でもいいと自己判断して
しまったので事前に確認をすべきであった。
アンギオ室にて、血管内手術開始時、循環器内科施行医より、「Ｒｏｔａｂｌａｔｏｒ（血管壁でのアテ
ガスボンベ保管室では酸素、純正空気、一酸化窒素、窒素など複数のガスが保管されていて、設
ロームを削る装置）」を準備するように指示があった。アンギオ担当技師がＲｏｔａｂｌａｔｏｒの駆動に 置場所、設置方法や新しいガスが加わったような内容の変更に関する情報が周知される体制に
必要な「窒素ボンベ」を取りに保管室に向った。保管室内には通常、専用の窒素ボンベがすぐ使 なかった。循環器内科の施行医からの「Ｒｏｔａｂｌａｔｏｒ」使用予定の連絡がなく、装置、周辺機材の
用できるように台車に載せられており、担当技師がアンギオ室までそのつど運搬することになって 事前での確認ができなかった。
いるが、今回このボンベが台車から降ろされた状態で直立していた。代わりに別の台車に「毒ガ
ス」と張り紙のされた「ＮＯガス」のボンベが載せられていた。至急、担当業者に連絡し、いつもの
台車に「窒素ボンベ」を載せてもらって、アンギオ室まで運搬してもらい、数十分の遅れで血管内
手術が開始された。
アンギオ出棟時の前投薬を忘れた。
アンギオが２件あり患者を下ろすことばかり考えており、焦っていた。
アンスロビン３Vの指示が出ていたが、薬剤部から受け入れたものは１Vであった。病棟で看護師２ 二人で同時にチェックすることの盲点もあり。
名で読み合わせた。にもかかわら数量まで確認せず１Vだと思い込んで実行してしまった。
アンデプレ処方するところテレラミドを処方、与薬前に看護師に指摘され気づいた。
確認が不十分だった。
アンペックの点滴を６ｍｌ／ｈで施行中の患者様であった。勤務開始時に点滴ボトルの残量を確認 確認不足（輸液ポンプのアラームは鳴らず積算量も動いていたので確認しにくかった。）
したところ前勤務者が確認のラインを引いた所から減っていなかったので輸液ポンプのドアを開い
てラインを確認したところラインがきちんとセットされていなかった。
イスからベッド移動時に転んだ。この件を後で看護師に報告。
業務手順、チェックの問題。
イスに座ろうとしてふらつき、転倒した。眩暈がしてふらついた。臀部を打撲により疼痛があり、Ｍ 患者への指導不足。見守り不足。
Ｓクールを貼付。内出血・腫脹・発赤なし。
イソジン含嗽開始指示で、薬も病棟に届いていたが、指示が受けられてなかった。１日遅れで開始 思い込み 指示見落とし 薬剤処理の不手際
した。通常ＯＰ前日から開始であるが、予定より早く含嗽が開始されることをしらなかった。
イソジン禁の患者の消毒を外科看護師にイソジンでいいですか？と聞かれハイと返事し,消毒して 無意識・知識不足（新人にわかりやすい説明または表示がなかった）
しまった。患者からの指摘も間にあわなかった看護師は今回初めて診察についたためまだ覚えて
いなかった。
イソバイド（脳圧を下げる薬）の水薬を口内炎のある別の患者に、含嗽薬と思って渡してしまった。 確認不足。薬に対しての認識不足。
（カードがあったが確認していなかった。）イソバイドがないことに気付いた他の看護師に尋ねら
れ、間違って渡したことに気付いた。渡された患者さんもうがい薬と思い内服せずにうがいをしたと
の事。
いつもは手洗い看護師が眼科の器械や針を取り扱っているが、業務多忙につき、外回り看護師の 業務多忙により、手洗い看護師がいなかった為、針の取り扱いを医師に任せていた。外回り看護
みが眼科手術に付いており、手術器械の取り扱いは医師に任せていた。手術終了後、別の看護 師は、患者の対応にのみ関わっており、器械まで確認することは不可能だった。
師が器械カウントを行った。その時使用した針の数が合わないことがわかり、外回り看護師に報告
したが、外回り看護師は、患者の入退室に気を取られており気付けなかった。針がなくなったこと
医師に報告したところ、患者側に針が残っていることは絶対にないと返答があった。
いつも画像取り込みをする際に、ドクター名と患者名を確認して取り込みをしていましたが、今回 今回、取り込みをする際に、自分の体調が悪かった事と、他の書類もまわりにあって、散乱してい
はドクター名だけを確認し患者名の確認を忘れました、結果、患者様の診療情報書を画像取り込 た状況が原因と思われます。
みする際に次の人の診療情報書も一緒に取り込んでしまった。診察終了してスキャナーから原稿
をはずす時に気づいた。電子カルテ室に患者様の画面より削除のコメントを入力していただいた。
ｲﾄﾘｿﾞｰﾙのﾊﾟﾙｽ療法のため８カプセル分２の指示が出たが、２カプセル分２で調剤を行う。主治医 検薬手順、ﾁｪｯｸの問題。薬局の業務が多忙であったことなど。
の指摘で３日後に発見。患者には特に影響はなかった。
イノバン0.3％が、シリンジポンプで時間3ｍｌから4ｍｌに変更になったと朝の申し送りで聞いていた。 １ マニュアル通りに、シリンジポンプに記入のイノバン使用量が変更時書き換えていなかった。
16時過ぎの交換時に、シリンジポンプ の電源を一端切り、時間3ｍｌで落とすように設定してしまっ ２ 患者様用の点滴表を、4ｍｌに変更していなかった。 ３ 電源を一端切ったため、前の記録が
た。19時の準夜帯の訪室で気づき、4ｍｌに設定しなおしたが、患者様には状態に変化がなかっ
読みとれなかった。
た。
イノバン２５ｍｌ／Ｈで持注しており、11月21日15時にイノバンを追加した際に三方活栓を開け忘
カテコラミンを大量投与しており、特に注意が必要であったが確認不足であった。また、他患者の
れ、過負荷でアラームがなった。他看護師がアラームに気付き、イノバンが持注されていないこと 持注の更新もあったため気がそれ、注意力散漫だったと思う。
を発見した。血圧88/50脈拍110とバイタルサインの変化はなかった。
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改善策
・アレルギーは生命に関わってくる重大な情報なので、まず基本的な確認の徹底。 ・日頃からア
レルギー内容については医療者間で充分共有しておく。 ・禁忌薬などの札や、院内で統一されて
いる識別ベルトにマークを付けるなどの院内での統一ルールを作り、重要な情報が誰でも一目瞭
然で把握出来るようにする。
動いて外れる可能性を少しでも頭におけば、布団を掛けずに確認の出来る状態に保つこと。
アレビアチンを入れる時になぜ生理食塩液でラインを流すのか等、施行することの意味を理解して
業務を行う。不明に思ったことは必ず聞いてから行う。
同じ薬剤は可能な限り1つの処方にまとめていく
夜勤リーダーの業務の中に吸入の確認（板に指示内容が正しく記載されているか）があるため確
実に確認していく。
個別献立について不信に思ったら責任者に確認する。 修正変更時の記入や、伝達の工夫。
予測は困難だが、患者観察を十分行う。
加不足の確認は必ず袋から出して、初めから行うこと。
ケモ後、翌朝まで持続点滴の予定で会ったが、嘔氣・嘔吐みられず、水分・食事摂取状況良好の
ため、前日までと同じヘパリンロックをすれば、落ち着くと考えヘパリンロックした。その後主治医に
ヘパリンロックの許可をもらった。切断したラインは翌朝家族に説明して見せる。家族了承。ハサミ
も家族に持ち帰っていただく。
教育の徹底

アンギオ室での使用されるだけの窒素ガスは他のガスとの間違いを避ける点から、また、定期的
に在庫、残量をチェックする点からでもアンギオ室近くの保管場所で管理することが望ましいと考
えられる。他の機材も含め、窒素ガスの管理担当者を決めて安全管理する。こうした特殊な装置
を使うような血管内手術は施行医から前もって実施予定を連絡してもらうようにする。

出棟時にもう１度カルテを確認する。注射台の確認。情報収集の徹底。
実行したナースが最終的確認をする。注射の手順がしっかり守れるよう徹底することをスタッフに
再度周知した。 特に臨時でオーダーが出た場合はオーダー用紙の個数のところも赤でチェックを
入れる。
再確認の徹底をはかる。
輸液ポンプの特性を知って使用する。 器械を全面的に信頼せず、目で確認する。 輸液量が少
ない時はボトルでは確認しにくいので必ず目で滴下を確認する。 巡回毎にポンプ使用中の確認
事項を責任を持って確認する。
眠るときは最初からベッドで（薬の影響について説明）頻回の観察。
少しでも具合が悪い場合はスタッフに報告するよう指導した。状態を見て不安定時は見守りを強
化する。
指示を確実に受ける
禁忌薬品一覧を携帯で作製する
患者与薬時は、何の薬か？何の目的で与薬するのか？確認する。 カードで必ず確認する。

手洗い看護師がいないときは、事前に針の取り扱いについて医師と看護師の間で取り決めをして
おく。(ガーゼの上に必ずおいてもらう等)

取り込みをする時だけに関わらず、必ず２度、３度のドクター名確認と患者名確認をする事にし
た。そして、画像取り込みする際、診察終了する前にクリックして画面に大きく表示して確認する事
を実施する。
検薬は必ず複数で行う事となる。
１ ポンプ使用時は、必ずマニュアル通りにポンプに変更量を書きなおす。 ２ 使用量変更時に
は、点滴表の使用量を必ず書きなおす。 ３ 勤務開始時は、申し送り後に病室訪問し、ポンプ・モ
ニター類を確認しておく。
気を落ち着けて、1人ずつ、声だし、指差しをし何度も三方活栓の向きや、ルートの確認をするべき
であった。
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具体的内容
イノバンが４．０ｍｌ／ｈ（８γ）で投与されていた。残量がなくなるため、シリンジを交換しようとした。
シリンジをシリンジポンプにセットし、押し子の死腔をなくすためにプライミングをしようとしたが、操
作方法がわからずできなかった。他の看護師に確認するため、一旦ナースステーションに戻り、操
作方法を確認した。一人で病室にもどり確認した操作方法でプライミングのための早送りをした。
その際、ルートを患者に接続したままであったため、イノバンが３．０ｍｌ急速に投与されてしまっ
た。ナースステーションにいた看護師がモニターにて心拍が４０台に減少していることに気がつき、
訪室してシリンジポンプの操作ミスがあったことが判明した。すぐに医師に診察してもらい、イノバ
ンの流量を調節して経過をみた。その後、患者の状態に変化はなかった。
イノバンを微注ポンプで注入している患者に血圧の変動値で注入量を調整する指示があったが、
低い値では２ｍｌのアップ、高い値では１ｍｌのダウンがでていたがダウンも２ｍｌと思いこんで下げ
てしまった。
イノレット３０Ｒを入れるところにイノレットＲを入れてしまった
イホマイドを１０時から２２時までに施行する指示であったが、２０時４０分に施行終了してしまっ
た。
イライラ時、一日に回の頓服が？？あるが？のイライラ時を三回服用させた。

背景・要因
改善策
・シリンジポンプは、メーカーの違うものが数台導入されている。 ・使用していた機種のシリンジポ ・各シリンジポンプの操作方法について、確認する。 ・機種の統一にむけてリース化を検討中。
ンプを取り扱うことが、初めてであった。 ・操作方法を聞かれた看護師は口頭で説明しただけで、 ・初めて行うことに対しては、必ず一緒にその場で指導する。 ・シリンジの交換手順を再確認、教
一緒に訪室して確認しなかった。 ・スムーズに交換できなかったことで、気持ちが焦っていた。
育する。

・指示の確認不足および指示の理解不足 ・多重業務中の記憶の混乱

・指示内容はその意味を理解して実施 ・記憶に頼らない、分かりやすい記載の実行

薬剤名の問題
ナースコールが多く慌てていた。流量と薬品名を確認はしていたが、２２時までに施行終了するよ
うに調整することができなかった。
深夜で服用したのを見逃していた

規格違いの薬剤は区別し易いように表示する
抗癌剤は決められた時間内で施行するように決められているので、必ず開始時刻と終了時刻を確
認し、調整をしする。
フローシートに許可ある全ての頓服を表記し欄に時刻を記入することとする。与薬時臨時薬服用
ノートを確認してから渡すようにする
可能であれば詰所前の部屋に移動するよう指導した。痴呆・不穏などなく、身体拘束は無理と考え
るので、必要時は家人の付添いも考慮する。

イレウスチューブを挿入し、救急病棟へ入院となった患者。患者はイレウスチューブのたるみ、視 説明と観察が不十分であった。看護師の目の届くところに部屋を移動すべきであった。
界の邪魔になると、かなり気にしていた。何度も説明し、移動時等、介助する。抜去する可能性あ
るため病室のドアを全開にし、廊下より患者のベッドが見えるようにし、２時間ごとに訪室、様子を
見に行く。２１時４５分イレウスチューブ２／３抜去しているところを他看護師が発見、主治医コール
し、再挿入試みるも困難。レビンチューブへ変更し、留置。何度も説明し、１時間ごとに訪室した。
翌日午前０時、再度レビンチューブ抜去していた。腹痛なし、吐気・嘔吐なし。患者入眠中。主治医
コールし、様子観察となった。
イレウスチューブを留置している患者。昨夜,睡眠薬を服用され熟睡された。朝7時,訪室するとイレ 固定が甘かったことによる自然抜去が考えられる
ウス管を握り締めて寝ている状態であった。確認すると230cmで固定していたものが170cmになｔｔ
抜けていた。自己抜去とは考えられず、歩行時に抜けたのか,寝ていて誤って抜けたかだと考える
イレウスで持続点滴、Mチューブ留置中。痴呆あるためチューブを抜かないよう両手で抑制し4点
柵をしていた。19時頃廊下を歩いている姿を発見する。Mチューブ抜去、点滴接続部より外してい
た。
イレウスで絶食中、24時間持続点滴中であった。26日の小腸透視の結果、イレウス改善しており
午前中に、主治医より昼より食事開始の指示が出された。その際看護師は、主治医より口頭で点
滴終了と聞いた。27日 14時に主治医が来棟した際、26日分の 点滴は実施予定であったと指摘
を受けた。
イレウスにてＭサンプチューブ挿入中、不穏の為リカバリー室で観察。他患者の観察の為そばを
離れた後、チューブを自己抜去しているのを発見する
イレウスにて入院中の患者様のモニターアラームが鳴り訪室するとベッド上に立ち、チューブが切
れていたこと。（130ｃｍ固定中であったが、切れていた所は135ｃｍの場所）

テープ固定張替え,安全ピンを使って,管の伸展を防ぐよう工夫した

痴呆があり自分の状態病状が理解できていなかった、抑制帯の紐が短く自分で解ける位置に結
び目があった。

DrコールをしMチューブ再挿入、ウーゴ君設置抑制帯のひもを長いもへ変更し結び目を手の届か
ない所にした。頻回な訪室をする。

・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点

・口頭での指示は受けない。やむ終えず受けた場合は記録に残す。

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点

他の看護師の協力を得る（一時的に観察を依頼する）

高齢で不穏症状が出ることがあり家人が付き添いをしていた。1：30にＤＩＶ自己抜去した為、イレウ イレウスチューブ挿入の必要性、抑制に対しても充分に協力を 得らえるよう再々の説明をする。
スチューブの必要性、重要性を説明し、ミトン勧めたが、家人は起きて見ていますからと言ってい 不穏のコントロールをもう一歩進んで行うことが必要である。
たこと。
イレウスにより、24時間持続点滴・胃管カテーテル留置であるが、痴呆により、必要性が理解でき 拘束の固定が効果的におこなわれていない。
上肢固定を前腕部に行なう。 患者のせん妄状態により、さらに頻回に観察する
ないため上肢・体幹の拘束となっているが、拘束を外し、胃管カテーテルを抜去した。
イレウスのため挿入されていた末梢の留置静脈注射を自己抜去。また、イレウスチューブを肛門 精神障害をふまえた精神面の観察、フォローが出来ていなかったのではないか。また、チューブ 身体面・精神面踏まえた患者の状態把握をしてゆく。チューブ・ドレーン挿入による患者の苦痛の
から200cm挿入を、自分で約10cm引き抜き、ドレナージのためのパックも外しているところを発見。 類の挿入による苦痛が予測され、その苦痛緩和に向けた援助が不十分であったことが予測され 把握につとめ、その苦痛軽減にむけた援助を医療チームで検討する。チューブ・ドレーンの留置に
当直医の説明にも応じず、点滴の再留置・イレウスチューブのパックの接続も拒否。経過観察と る。
対する認識面の把握を適宜してゆく。
し、翌朝主治医の指示を仰ぐこととなる。
イレウスの患者に内服をさせる際、１１：３０内服の大建中湯を内服してもらうのを忘れてしまった。 業務に対する責任感の不足 忙しいときでも落ち着いた行動をとる。
その日の受持ち患者でなくても意識してかかわる。 自分がすべき業務をメモを残し分かるように
昼食前の内服は早出の勤務者が行う事になっていて忘れてしまっていた。内服しないことにより、
しておく。
イレウスの症状の増強が考えられる。
イレウス管の苦痛を訴えていた患者。セレネースで鎮静に努めたが「寝ている間に無意識に」自己 セレネースの影響
患者と共に自己抜去の対策を検討する セレネースを使用した後は行動に注意する
抜去
イレウス管の自己抜去
不穏、せん妄、見当識障害あり、頻回対応したが、１：００ＡＭ
安定剤の使用、ミトン使用、不穏ひどい場合主治医と相談し、一時抜去も。
イレウス管挿入し減圧していた。腹部の症状が軽減するに付きイレウス管の不快感が増強して
主治医との連絡がすぐに取れず、当直医に連絡した為時間のロスがあった。 観察する看護師と 患者の状態に合わせて、看護師間でもナースコールの活用を行っていく。 医師へ自己抜去の可
いった。１９：３０に訪室するとイレウス管を抜いて欲しいとの訴えあり、今にも自分で抜いてしまい 交替する際にナースコールで呼ぶべきであった。
能性のある患者に対しての指示を予めもらっておくべきであった。
そうと話される。必要性を説明したが理解得られず。医師へ報告２０時にセレネースにて鎮静をは
かる。しかし、手はイレウス管のほうへ行ってしまう為、家族へ電話連絡をしようとナースステー
ションへもどり、他の看護師に部屋に行くように言うも、その看護師が訪室した際にはすでにイレウ
ス管が抜かれてしまっていた。
イレッサ内服朝のみであったが、次の日朝の内服（２５０ｍｇ×２）も内服してしまったと報告を受け 自己管理できていたが、同室者と話しながら内服していたため、誤って次の朝の分も内服してし 新たに手順又方法を考えるより、今回 初めてのため、気をつけるよう説明した。
る。
まったとのこと。
いろうチューブがはずれていた。 自己抜去？
チェックの仕組みの問題点 観察不足
チェック方法検討
いろうチューブが自己抜去されていた。 過去には無かったので安心していた。
チェックの仕組みの問題点 観察不足
チェック方法検討
インクレミンの内服を看護師用処方箋でダブルチェックを行い0.16ml内服させた。しかし、他の看護 期限切れの内服薬が新しく処方された内服薬と同じところに保管してあった。 申し送りで内服薬 古い薬は変更になった時点で破棄するなどの処置を行う。 看護師用の処方箋を使用しない方法
師がカルテと看護師用処方箋の記載が違うことに気がつき、本来ならば0.33ｍｌ内服させなければ が増量になった申し送りが不十分であった。 看護師用処方箋に指示が変更になったにもかかわ を検討中。 内服変更の申し送りを十分に行う。
いけなかったことが分かった。
らず、記載の変更がなされていなかった。
インサイトの自己抜去。つじつまのあわない言動あり。
不穏な言動の危険予知不足
観察強化 ロック式の強化
インシュリンで血糖コントロール中であった。スライデイングスケールの指示に対し、インシュリンは 申し送り内容の確かな確認をしなかった。忙しくて、カルテを見ないままであった。
申し送りは、カルテを用い、互いに確認しあう。申し送り中などの場合は、他の看護師が対応して
明日からの口頭指示で、本日は無いと思い込んで、実施しなかった。次の申し送りの時点でカル
いるので、その場でカルテを見るようにする。
テを見て、間違いに気づく。
インシュリンの指示を確認できず、インシュリン投与しなかった。 患者への影響はなかった。
業務、労働体制上の問題がある。忙しくカルテの確認を怠った。
カルテの確認の徹底。
インシュリンの持続点滴投与中、12時の血糖測定の値で速度を減量しなければいけなかったの 指示オーダーの見落とし。
患者の状態把握と処置を理解する。
を、指示の見落としで18時に気づいた。
インシュリンの自己注射を行っている患者の、インシュリンが減量になっていることが伝わっておら インシュリンの減量について、医師から本人と看護師に伝わっていなかった。 診療録の連絡用記 ・変更時は医師は連絡用記載欄に伝達事項を記載する。 ・看護師は注射の都度本人に種類と
ず、前回の指示量で実施した。
載欄に記入がなかった。
量を確認しサインを行う。
インシュリンの注射の種類を間違えた。
思い込み。知識不足。
薬剤の作用について考える。投与する際は指示を確認、投与する薬剤についても理解する
インシュリン指示 ＢＳ値80ー100未満の指示は、あったが、100ー120までの指示が抜けておりＢＳ 指示の確認不足、看護師間での情報伝達不足。オーダー上のシステム不備、
インシュリン指示だとルチン化しており、全てのインシュリン指示を確認してなかったとかんがえる
115であった為インシュリンを施行しなかった。
為、指示簿は、他のスタッフに目を通してもらう。ダブルサイン。システムの改善。
インシュリン施行後、食事が来てないと報告を受ける。食札を確認するとなく、厨房にもなかったた 観察不足。
食札の回収の徹底。
め、食事が遅れてしまう。
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3027
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3029

3030

3031

3032

具体的内容
インシュリン施行中の患者に３回分併用の注射を忘れていた。
インシュリン自己注射時、カルテが病棟になくベットサイドのメモに６単位とあったので施行しても
らった。その後カルテが戻ってきたので確認すると８単位であった。
インシュリン注射をしている患者から、廃棄目的で預かったゴミを分別する際に、針が突き出てき
て針刺しをしたもの。
インシュリン注射を患者の腹部に施行後、リキャップしたところ針がキャップを突き抜けて、指に刺
さった。
インシュリン注射を看護師で行っていた。今まで使用していたものが使用単位数分なかったため、
患者の使いかけのインスリンが冷蔵庫に数本あったので使用した。その時にヒューマカート３／７
を準備するべきところ、ヒューマカートＮを準備し注射してしまった。（以前使っていたものを使った）

背景・要因
業務手順の確認
インシュリン自己注射の管理方法
不可抗力とも言えるが、事前にゴミの内容を確認しておけば未然に防げた。
リキャップしたため。
使用しなくなったインスリンも冷蔵庫に保管してあった。 指示シートの確認不足 薬品名の確認
不足

インシュリン療法中の患者に、朝食前採血を行った後、インシュリン注射し忘れた。

改善策
このくらいの値になると思い込まず、スライディング値を常に確認しながら行う。
カルテの確認、ベットサイドのインシュリン量は指示のたびに変えておく。
患者には、缶やプラスチック容器に入れて持参するように指導する。 袋などで持参した場合は、
必ず中味を確認する。
リキャップはしない。 トレイに準備し、使用後はそのままトレイに入れて帰る。
指示シートをしっかり確認する。 薬品は準備する時とつめる時施行する前にきちんと確認する。

指示を受け採血を行ったナースと、受け持ちナースで注射の準備・施行者が違う機能別業務をし 業務の明確化と、お互いに確認しあい、協力する。
ていたことが大きな原因であると思われる。
インスピロンの蒸留水をたす時に、準備されていたものを確認せず補充してしまい、深夜勤務の看 確認不足。
ボトルを十分確認しする。
護師に生食だったと指摘された。
インスピロン使用中の患者あり。ワッサー補充しようと患者ベットサイドにあったものを補充したとこ 生食と蒸留水の保管場所が同じところだった。
準備時のラベルの確認、補充時のラベルの確認を十分にする。
ろ、ワッサーでなく生食であった。ボトルは1つしかなかった。
インスリンスケールの患者であり、指示ではＢＳ値８０ー１００未満の指示があったが、インスリン注 指示の確認不足。オーダー上のシステム不備によりＢＳ値８０ー１００未満の指示は記載されない マーカーで見やすいように工夫もされ、下段ではあったものの、きちんと記載されていたので、そ
射を打ち忘れた。
ということで、スケールの下段に記載され、見落とした。
の都度指示を上から下まで目を通し、確認を徹底する。オーダーのシステムも改善するのも良い
方法だと思う。
ｲﾝｽﾘﾝｽｹｰﾙの指示の患者さんで、朝の血糖値を測定せずｲﾝｽﾘﾝ4E実施した。30分後の１、２口 「指差し呼称の声だし確認」の体制が病院全体で出来ていない。
注射箋確認時は指差し呼称の声だし確認。
摂取中に気づく。血糖測定：99mmhg／dlだった。主治医報告、いつも通りに実施して良いとのｺﾒﾝﾄ
で、患者さんにも説明・謝罪した。昨夕の血糖値（177mmhg）を今朝の血糖値と思い込み（血糖測
定してある）ｲﾝｽﾘﾝを実施した。
インスリンスケールの指示の拾い間違い。
思い込みによる間違い。
指示について、わかりにくいものは他のスタッフの目をかりて何度も確認する。
インスリンスライディングスケールでコントロール中の患者様の１８時の血糖が１２１ｍｇ／ｄｌであっ 確認不足
指示を実施する前に他者の確認を受ける。
た。「８１ー１００」は０．２ｍｌ下げ、２００ー２９９は０．２ｍｌ上げると言う指示であった。本来ならば流
量の変更をしなくてもよいところ０．２ｍｌ下げると思い込み医師に口頭で報告・確認をして下げてし
まった。深夜看護師の指摘で間違いに気付いた。
インスリンスライディングスケール使用し、血糖コントロールを行っていた患者。本日よりスライディ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・指示変更の際は、同一の伝票でなく新しい伝票に記載し直すことを医師間で徹底する。・伝票記
ングスケールが中止となり、ヒューマカート３/７を朝夕固定打ちするよう指示が変更になっていた。
載についてマニュアルに記載する。・指示を受ける際は、スライディング表を定位置から外し、新し
1週間記載できる注射伝票に、スライディング分と固定打ちの分が記載されていたため、伝票を見
い伝票を記載するよう依頼する。
誤りスライディング分を施行してしまった。
インスリンのノボリン３０Ｒフレックスペンにノボリン３０ミックスフレックスペンを調剤して投与した。 業務手順の確認
処方箋との再確認を必ず行い、再度投与時患者に確認してもらう。
患者本人より連絡あり発覚する。
インスリンの指示が変更になっており、BS151mg/dl以上の指示があったのにも関わらず、スケー 血糖値が201mg/dl以上でインスリン注射という思い込みがあったため。また、毎回スケール表に 思い込みをなくし、血糖測定後は必ずスケール表に戻る。
ル表を確認していなかったため注射しなかった。
戻って確認していなかったため。
インスリンの指示変更が患者に伝わっておらず、ヒューマカートＮ６単位のところを１０単位うってし インスリン量の変更が患者へ伝わってなかった.変更があった時点での患者への伝達不足
指示変更がでたときに患者へわかるように確実につたえる。
まった。
インスリンの注射を自己管理していた患者．昼前にインスリン注射を実施したかを確認した所。4単 患者の言動のみで自分の目で確認しなかった
使用はじめたインスリンは冷所保管ではなく患者の側に置く おかしいと感じた時はそのままにせ
位打ったと言われた。夕前の確認をしたところ患者の所にインスリンがなく、昼のインスリンも曖昧
ず確認する
だったことから無投薬を発見した。インスリンは冷所保管となっていた
インスリンの定期うちをしなければいけなかったのに、スライディングスケールの単位で打ってし １人で指示を取って伝票に書き写した。 指示出しから転記する作業自体に問題がある。
指示を拾う時には２人で確認する。 転記しない複写式の指示書に変更する予定でいます。
まった。伝票にインスリンの単位を書き忘れ、朝、スライディングスケールと思い込んでしまった。
インスリンの変更指示があり、箱の中に2種類のインスリン液を入れてしまっていたため、翌日の ・変更指示の確認を怠っている。 ・変更前の処方と変更後の処方を混ぜて保管している。保管方 ・インスリン変更が分かるように別々にしておくべきだった。 ・複数の看護師で、変更内容を確認
深夜の看護師が変更前のインスリン液を単位のみ変更して施行してしまった。
法が悪い。
する必要があった。
インスリンをスケールに基づき看護師が実施している患者さん。スケールが変更になっていたこと 中止指示の医師間での統一ができていなかった。
インスリン中止の指示は、決められた用紙に「中止」「変更」と記載し看護師に口頭でも伝える。
に気付かず変更前のスケールでインスリンを実施した。
インスリンをスケール打ちするのを忘れた。
業務手順、チェックの問題。
指示の再確認。
インスリンを過量投与した。
医師の注射薬剤指示は、医師が注射処方箋に記載すると、その情報が、看護カーデックスに飛 経過観察
び、また注射液に添付する患者さんの名前の入ったラベルが出てくるが、指示の出し方が悪い？
（指示変更が看護師の確認画面が２種類あるため間違いやすい）ため、量の変更日を間違えてイ
ンスリンを増量で投与した。
インスリンを持続注入している患者様に食前血糖測定、インスリンスケーリングの指示があった
確認不足 うっかり忘れ
指示シートをこまめに確認する。時間で行う指示は忘れないようにタイマーを使う。
が、朝食前７時に血糖測定を施行忘れてしまい食事を摂取される。その後、指示シートを確認した
際に血糖を測定しなかったことに気付く。主治医の指示でその時点で実施したがインスリンの流量
変更の必要がなかった。
インスリンを自己注射している患者様。７月１９日に、早出業務の担当者が昼食後に朝と昼のイン 医師、看護師ともに患者にインスリンの単位が変わることを説明していなかった。 指示を受けた 自己注射をしている患者には、インスリン単位変更時医師からも説明する。 指示受けを看護師２
スリン施行した単位を確認すると、○月１７日から、ヒューマログ（１２、４，６）に変更されているの 看護師は、看護師の確認表のみを書き換え、患者用を書き換えていなかった。 早出担当者は、 人でダブルチェックする。 早出担当者は、自己注射している患者様にも施行した単位を確認す
に、（１２、６）と答える。確認すると、本人用の自己注射表が○月１５日の指示のままであった。低 自己注射の患者の単位を確認していなかった（業務になっていなかった）。
る。
血糖症状は、みられなかった。
インスリンを食事直前に施行される患者で、○月１０日、通常通り朝食前、病棟処置室にて血糖測 夜勤時、Ａ責看護師とフリー業務担当看護師との連携が悪かった。
インスリン伝票が残っていないかどうかという最終確認ができていない。各看護師は、それぞれの
定をされ、一旦帰室された。しかし、本人はインスリンを忘れ食事を摂った。処置室に朝施行すべ
時点で伝票がまだ残っていることに気付いていたが、いつも自分でインスリン施行の部屋に来る
きインスリン伝票とインスリン本体を準備していたが、全患者施行終了したことを確認できていな
患者であり、思い込みもあった。声をかけあうことを徹底したい。
かった。患者本人に確認し、施行できていなかったことが判明。医師に報告、バイタルサイン安定
しており、本日のみヒューマリンＮ１０単位に変更した。患者異常なし。
インスリン自己注射の患者。○月１２日に医師よりインスリンの指示変更の指示をうける。○月１３ 指示を受けて自己注射表を書き換えていないのに、指示簿にサインしていた。 医師、看護師共 指示を最後まで受けてから、指示棒をはずす。 指示を受け終わるまでサインをしない。 指示受
日ヒューマログ（１２、６、１２）を（１２、４、１２）に変更だった。患者に説明に行くと、今は（１２、８、１ に患者にインスリン変更の説明をしていなかった。
けのダブルチェックを開始する。
０）していると言われる。カルテを確認すると、７月１１日に指示受けされていたが、指示をうけた看
護師が本人用の自己注射用紙を書き換えておらず、患者にも説明していなかった。医師も患者に
説明しておらず、確認していなかった。
インスリン自己注射をしている患者が心臓カテーテル検査のため朝食止めをした。朝のインスリン ・心臓カテーテル検査前の投薬の有無についての基準がない。 ・検査予約をした外来で医師が ・マニュアルには投薬に関しては医師の指示に従うようになっているが基準を定めておく。 ・イン
注射の中止を説明する為病室を訪れたらすでに５分前に注射を終えていた。医師に報告をして、 薬について説明をしていない。 ・医師は早朝又は夜間の看護師の少ない頃病棟で、指示を出す シュリンの場合は食事を摂っていない患者に注射を行なわないようにオリエンテーションで説明
５％ブドウ糖の輸液が開始になった。本来、前日のカテーテル検査前のオリエンテーションで説明 ことが多い。
し、後ほど医師に確認する。
を行なうが主治医にインスリン注射中止の指示を夜間に受けたので患者への連絡が遅く、間違い
が実施された。
インスリン注射 指示簿を見て施行したが前日を見てしまったため指示の量より少なく、血糖値が 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 確認不足
確認、チェックを徹底する
上がってしまい臨時注射をした。
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具体的内容
インスリン注射のスケール打ちの患者に違う患者のスケールをみて実際は６単位のところ４単位
実施した
インスリン注射の指示がある患者に実施しなかった。

背景・要因
思い込みと確認不足

改善策
確認業務に順じて声出し確認をする

いつもと違うチームを夜勤で受け持った。前日、インスリンのある患者は他の患者１名と聞いてい 別のチームを受け持つことは、勤務作成上避ける。別のチームを受け持つ場合には、情報収集を
た。当該患者にインスリンの指示があることを把握していなかった。勤務上、別のチームを受け持 しっかり行うという認識を持たせるように指導する。担当チームの看護師に確認するのではなく、
たなければならなかった。別のチームを受け持つことに対し情報収集が不足していた。カーデック 必ず、カルテやカーデックスで処置を拾い、確認するという手順を守る。
スからの見落とし。
インスリン注射の指示を忘れた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
２人以上で確認をする
インスリン注射の量の間違い この日患者さんはOPの為透析日が変更になっていたことに気づ 業務手順、伝達、ルール、チェックの問題
夜勤帯のインスリンの実施者へリーダーが文章にして申し送る事にした
かずインスリンを非透析日の量だと思い実施した。 この患者は透析日と非透析日によりインスリ
ンの量が違っていた。
インスリン注射を施行後、リキャップをしてしまい、針がキャップを突き抜けて左第2指を刺してし
業務手順、ルールの問題 院内感染委員会、セーフティ委員会（医療事故防止）では、リキャップ リキャップ禁止のスタッフ指導 廃棄ボトルの設置見直しを行なった。
まった。 患者はＨＣＶ（＋）であった。
禁止という指導が行なわれており、院内ルールとなっているにもかかわらず、行なっていることは、
周知、指導の不足があった。
インスリン注射を打つ患者の名前をよく確認せず氏名の二文字で判断した為間違い注射した。注 病棟管理のインスリン注射の注射器に氏名をテプラーで貼っているが分かりにくくなっていた。
シールの名前を見やすく書き直す。フルネームで確認する。
射後直ぐに気付いた為片方の患者には間違いは生じなかった。ランタス6単位の指示の所人間違
いでランタス8単位実施した。
インスリン注射器３本のところ無意識に１本しか渡さず、もらってないと患者より指摘あり不足分渡 業務手順の確認
調剤時、監査時の再確認の徹底。
す。
インスリン注射器のリキャップ時の針刺し
針受けを持っていない
針受けを持っていく、リキャップをしない。つい簡単に考えない。
インスリン投与される患者さんは朝食を少し遅らせなければならなくなり、名前を教えて下さいと看 ・インスリンを注射する指示は、口答のみでなされてはならないと思う。
血糖チェックした人が記したメモを打つ人は見つつ申し送りを受けるようにする。
護師に言われた。ＢＳチェックの際、患者Ｂがスライディングにひっかかったため、その看護師に血
糖値を伝えた。伝える際、「Ａさんが・・・ではなくＢさんが血糖値○○でした」と伝えた。確認のた
め、Ｂさんの部屋（目の前にある）を指差し「Ｂさんです」と繰り返した。看護師は「わかりました」と
返答された。その後、その看護師が他の看護師にインスリンを注射するよう指示していた。患者Ｂ
の部屋はナースステーション前にあるが、指示を受けた看護師が他の方向にむかったため、呼び
かけ確認したところ、患者Ａにインスリン注射するつもりであったと言われ、血糖値が高いのはＡで
はなくＢであると訂正した。
インスリン投与量変更の指示があり医師よりオーダ控えが発行されたが、誰が受け取ったのかが 原因として、オーダ控えを受け取ったが、看護ケアシートへの転記誤りをした。さらに、オーダ控え 指示出し（指示変更シートが医師から看護師へ手渡し）、指示受け（緊急時以外は指示変更シート
不明であった。その後継続指示シートに反映されたが、看護ケアシートへの転記間違いにより、２ が不明になり、その後の確認をせず実施した。翌日も継続指示シートは確認せず、転記された量 を医師から確実に受け取り確認する）については、誰が行ったのか明確にすることが原則。 運用
１時のヒューマリンＮ２単位のところ４単位を２日間にわたり実施された。経過表に入力された
を見て実施した。また、補液シートに指示が出ていなかったため、注射ラベルの発行がされず、間 ルールとして、固定の指示は、補液シートに反映するように注射指示を行い、継続指示で実施す
ヒューマリンＮの投与を見た医師から、間違いを指摘され判明した。その後、患者は低血糖症状も 違いの確認が出来なかった。
る場合は、転記をせず、継続指示シートの確認が必要である。また、現在の継続指示シートは見
無く、低血糖も安定してきている為、ヒューマリンＮ４単位の指示へ変更になった。
にくいため、改善が必要とされた。
インターフェロンが薬局から発泡スチロールの中に入って届いた。冷所保存しなければならない 最終確認が足りなかった。
冷所保存の薬剤は後回しに保管するのではなく、最初に病棟に届いた時点で冷蔵庫に保管する
が、病棟の冷蔵庫に入れることを後回しにしてしまい、点滴準備の看護師が発泡スチロールに
ようにする。
入ったままの状態の薬剤を発見した。冷所保存の薬剤なので使用できるかどうか薬局で調べても
らい使用可能であると分かった。
インターフェロンの治療を連日行っていた患者である。１６：００イントロンAを施行し忘れてしまっ
委員会に出席し１６：００には戻れなかったので、施行して欲しいとの申し送りを忘れてしまった。自 委員会より１６：００には戻れないとわっかていたので確実に施行する事が大切なので申し送りをし
た。１５：３０より緊急の委員会があり、イントロンAを注射して欲しい事を申し送らずに委員会に出 分でも時間指定の大切な治療薬なので分りやすくチェックされていなかった。
ておく。 大切な注射なので自分でも目立つに注射ワークシート、申し送り用紙にチェックをしてお
席し、戻った時には施行するのを忘れてしまっていた。１０月２日日勤帯で前日の分が残っており
くことで施行忘れをなくす。
発見する。Drに施行し忘れの報告をする。
イントラリピッドをＩＶＨルート側管から指示でつないだ。フィルターを通したら、フィルター内がつまっ 知識不足
初めて行う処置については、指導者リーダーに聞く
た。ルート交換し、フィルターを通さないようにしてつないだ。
インフルエンザにて入院中の患者に食事が食べれる様になったら減塩食を提供するつもりであっ 入院時には食事の指示を出したが入院直後は食事不能の状態であった為絶食としていた。看護 １：カルテ記載を忘れない ２：他職種も医師に連絡を入れるシステム
たがカルテに指示記載を忘れた為提供できなかった。
師からのこえ掛けもほしかった。
インフルエンザの患者で問診時カルテが違うことに気付いた。同姓者で同じアレルギーを持つ患 業務手順確認
カルテに印をつける。同日の予約は避ける。
者と予約ノートに記入する際に間違えていた。
インフルエンザの問診表が回ってきて診察の際、記入の抜けている所がたくさんあり、医師が困っ 知識不足・不注意
医事課へ申し入れをした。
ていた。受け付けでの説明不足。
インフルエンザの予防接種時、インフルエンザ皮内反応用テスト液を0.5ml５本と対照液(生
テスト液を準備した看護師と医師に注射薬を渡した看護師が違っていた。注射器に薬剤名を記載 ダブルチェックを怠らない。 『インフルエンザのテスト液準備』についてのルール改善 『予防接種
食)0.4ml5本合計10本が注射器につめてあった。対照液の1本をトレイに入れ、予防注射者のカル してあったが見えにくい場所に記載してあった。注射を渡した看護師が、トレイ内の注射を最初か 外来の業務手順』の作成 未経験・経験不足の処置や業務を行うときは、必ず医師、看護師に確
テの上に置いた。医師が患者様に注射した。しかし、インフルエンザワクチンではなく、対照液を注 ら『インフルエンザ』と思い込み、確認を怠った。看護師は2ヶ月前に勤務交替をしたばかりで、業 認をとるようにする。 思い込みの仕事をせず、一つ一つ確認を取るように、日々意識付けをす
射してしまっていた。医師に報告、医師より母親に説明され、本来注射するべきインフルエンザワ 務内容がまだ十分把握できていなかった。インフルエンザの接種は本来は他の場所で行われて る。
クチンを注射した。
いたが、今回医師は看護師が忙しいだろうと思い、診察と同じ場所で接種を行ってしまった。テスト
液の作り置き準備は、自然から行っていたので、全員が分かっていると思われていた。
インフルエンザの予防注射の施行の際に、直前の患者の空の注射器の針をを患者にさした。
確認不足
使用後の注射器を確実に分別するように置き場をつくる。
インフルエンザワクチンのため来院。接種時テーブルのうえに置かれていたインフルエンザワクチ 看護師が準備して、医師へ声賭けを行わなかった。 対照液とワクチンの表示が分かりにくかっ 接種前に内容をもう一度確認する。 テスト液を作成した人がよく分かるように表示しておく。
ン皮内テストの対照液（生食）をワクチンと勘違いして児に接種した。本人・母親に説明し、もう一 た。 対照液とワクチンが同じトレイに入っていた。 準備を行った看護師はまだ配属になったばか
度ワクチン液を接種しなおした。
りで十分に業務を把握できていなかった。
インフルエンザワクチンの問診表が残っていたのでカルテを確認せずに施行したら2週間前にワク 上司の指示に従い確認せずに施行していた。
カルテ、体温板などを確認し、予防接種時チェックリストの作成
チン接種は済んでいた
インフルエンザワクチンの予防接種時、11歳は０．３ｍｌのところ ０．４５ｍｌ実施した。体格のよい 看護師は、前日にあらかじめカルテを見て注射箋を準備する。インフルエンザの注射液を請求す 年齢別の注射量を明記しておき、確認する。
子供であり看護師は、大人量で良いと思い込んだ。注射直後実施医が児が小学生であると気が るための計算用紙を見て準備した。注射箋を年齢別の注射量が明記されてなかった。問診医と注
付いた。医師が2回目は０．１５ｍｌしますと説明し、家族は理解した。
射医が分かれている。
ヴィーンＤ、フィジオ３５、ビタメジン、コンクライトＫ、オメプラールの処方で、本来オメプラールの配 処方が１枚に書いてあった（ルートの指示もなかった）
医師に対する、配合変化の教育、投与ルートの指示と確認 全体の処方とルートが確認できるシ
合変化が起こりやすいため、別ルートで行うところであるが、混合してしまったために時間と共に配
ステムの構築
合変化が起こった。 病棟看護師より薬剤師に連絡があり発見。
ヴィーンＤ、強ミノ２０と記入してあり、２０を２Ａと見間違い、ダブルチェックしたがボトル内に注入し 確認不足
声だし確認、物品とオーダーを確認し、再確認を怠らない。
まった。
ヴイーンＤ５００ｍｌ×２、アミノフリード１０００ｍｌ×１ の注射の指示であった。注射箋に6ー14時、 用量をきちんと確認しないで、時間振りをした、ついうっかりミス
確認の徹底を指導。
14時ー22時、22時ー6時と時間振りをしてしまった。アミノフリードの点滴に繋ぐ際、他の看護師が
誤りに気付き点滴時間を調整した。
ヴィーンＤを１日１本で払い出すところ、ヴィーン３Ｇを払い出し、２１日はそれを使用していた。２２ 監査確認不足。同じような規格が３種類ある。
各段階での確認を確実に示唆呼称確認にて処方箋と照らし合わせて行う。
日更新時気が付き交換した。病状変化なし。
ウーゴ君､離床センサーマットを設置している患者。脳挫傷で、理解力が悪く、指示も入らず、一人 患者要因
ウーゴ君、センサーマット、監視のプラン続行
で離院したりする状況が見られる患者。本日は、比較的患者さんの表情がすっきりしていたので、
ナースステーションに車椅子で来て、経過観察をしていたが、車椅子から立ち上がろうとして、づり
落ちた。
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具体的内容
背景・要因
ウーゴ君のコールあり訪室するとベッドサイドの床に座っていた。4点柵は全て固定されていた。ト 下肢筋力の低下による移動困難、移動困難に対する自覚がない点。
イレに行こうとし、靴を履くときに滑り落ちたと話される。
うーご君を寝衣の衿に装着していたが、ドーンという音で訪室。ベットサイドに長座位でなり後頭部 衿もとのウーゴ君を独自で外しており、作動しなかった。
に手をあてて苦痛様表情をとっていた。
うっ血性心不全の患者で本日朝より食事が開始になった。指示簿、ワークシート共に看護師２人 飲水の指示確認が遅れた。
で確認したが水分制限量は記載されていなかった。本人がお茶を飲みたいと言ったので150mlを
飲んでいただいた。その後、主治医が病棟に来たので水分制限量を確認したところ200ml/日と昨
日の指示簿に記載したと言われる。この時点で既に250ml飲水しており、主治医には報告する。
うつ病にて睡眠剤服用中の患者が夜間ベッドから落下。外傷なし。意識レベルの低下なし。バイタ
ル測定を拒否されるが経過観察にて問題なし。
ウテメリン２Ａ＋５％ブドウ糖５００ｍｌを更新した。１時間３０分後に患者より「顔がかっかする、ウテ
メリンが２Ａと書いてある」と訴えがあり誤りに気付く。すぐにウテメリン１Ａ＋５％ブドウ糖５００ｍｌ
に交換する。腹緊増強はなし。
うとうとして目覚め、自己管理していたハルシオン（0.25）を内服したことがはっきりせず、本人は飲
んでいないと思い込み、なくなったので欲しいと希望された。病棟にあった残薬のハルシオン
（0.125）でもいいか確認するとそれでもいいから欲しいと言われ投薬したが、床頭台の隅殻薬の殻
が出てきて、結果的に0.375mg内服した。
ウルグート処方のところセルベックスにて調剤
ウロ科受診時、次回ＵＦＭとＴＲＵＳのオ－ダーがあり、患者に検査の説明をし、カルテと案内カー
ドを医事科に下げた。しかし、ＰＳＡの採血オーダーがあったことを見落としていた。医事科は検査
未実施なので、患者様の会計を行わず、１３時過ぎに、患者様は会計をしないで帰られていること
が解った。採血は、次回でよいと指示をもらった。
ウロ診察時、１回尿検査確認のため呼んだが、不在。予約の患者様だったため尿検査提出するこ
とを承知していると思って２回目を呼ばなかった。１時間経った後患者が『まだか？』と聞いてきた
ところ、尿検査提出してからの診察となります。と、お伝えした。尿検査するなんて聞いていないし
１時間も待たせた！！と怒られて帰られた。その後、医師からも謝罪の電話もいれたが、納得せ
ず。しかし後日、腹痛のため救急で来院しウロ受診し再診も予約し帰宅。
ウンバール施行後スピッツを検査室へ持って行こうとした際、他の患者の外来受診が呼ばれてた
ため、その患者の車椅子移行を検体と伝票を持って行った。検査室についた際に、スピッツに名
前が書いてなかった為、その場でスピッツに記入した。しかし、その後スピッツに記入した名前が
間違って車椅子移行した患者の名前を記入してしまっていたと分かった。
エアーマットによる自動体交の際、呼吸器回路に引っ張られ気管カニューレが外れた。

本人が落下防止用のベッド柵をいらないと言ったので撤去し、その後日に落下した。

改善策
トイレへ行くとき、車イス移動時ナースコールし一人で行かないよう説明する。
独自で外さない場所及び工夫が必要。
患者状態の把握。不明な指示は確認する。

本人の申請に関わらす、状態を考慮した上でのベッド柵の再設置。

１Ａの時にはワークシートに赤字で記入するようになっていたが、黒字で記入されていた。 ダブル 薬剤の準備の時には２人でダブルチェックする。 点滴が終了するより前に、次の点滴の準備をし
チェックする時に他のスタッフが巡視中であったため１人で確認して交換した。 巡視の時には滴 ておく。 病棟の決まり通りに１Ａの時にはワークシートに赤字で記載する。
下数のみ確認しボトルの記載を確認していなかった。
患者管理のアセスメント不足。病棟内の残薬は薬剤部に返却することになっている。
残薬管理のマニュアルの周知徹底。薬の自己管理をチームで検討する。

胃粘膜保護剤という薬効で、セルベックスを思いこんでいまった
案内カードを最終的にチェックするルールになっている。ルール違反

薬品名を再度確認
案内カードのチェックの徹底。医事科も、おかしいと思ったら、確認の連絡をすること

伝達ミス

尿検査結果が出てからの診察となります。という用紙を作り予約表に捺印し渡す様にしました

病棟から検査室に持っていく前のスピッツの名前の確認が十分にできていなかった。慌てており
冷静さを欠いていた。祝日前で、検査・処置などが多かった。

検体を持っていく前に名前の確認を行う。落ち着いて行動を取る。

エアーマットの稼動範囲が把握できていなかった。 呼吸器回路に余裕を持たせていなかった。
（ベッド柵に引っかかっていた）
エクセグラン指示あるまで中止になっていたが、夜勤の他の看護師に確認されたとき無意識に返 中止薬を与薬カートに入れていた。よく確認しないで返事をした。
事をして服用させてしまった。
エスポー２４０００ＩＵの指示に対し１２０００ＩＵしか実施しなかった。貧血の症状は回復しており、特 業務手順・ルール・チェックの仕組みの問題点
に患者に影響はなかった。
エスポ皮下注を翌日分を定期処方で払い出してしまった、病棟にて看護師が気づき施注せず。
毎日払い出す薬剤ではなかったので、日付を間違えて払い出してしまった。
エパデールＳ900 2包分2 22日処方されたが、実際には22包しか入っていなかったと退院後患者 監査の見落としと調剤時の計数ミス。
より連絡があった。
エピカテの自然抜去
チェック不足
えびにアレルギーのある患者さんで、えび禁食となっていた。食札にもえび禁が記載されていた。 配膳の時には隠れていて気がつかない状態であった。献立の検討に際して、漏れが生じた。
シュウマイの献立にシュウマイの中にえびが混入していたものが配膳された。看護師が食事介助
について、えびであることから、食事を中止した。
エビを禁止食品としている方にあみエビの佃煮を提供してしまった。
品名が「あみの佃煮」という標記になっており、エビという認識をしなかった。 配膳前のチェックが
十分に行われなかった。
エフオーワイ注射の２４時間持続点滴の精密輸液ポンプの時間調整のため１４時の交換ができる ポンプ操作のあと、正しい設定になっているか、もう一度確認するべきであった。
よう、１２時に残１３０ｍｌであったので、毎時２１ｍｌから毎時６５ｍｌに滴下を上げた。１４時に予定通
り交換したが、その際、滴下量を毎時２１ｍｌに戻すことを忘れてしまった。１７時すぎチェックのた
め訪室した時、滴下量が毎時６５ｍｌのままであることに気付いた。残量から所要時間を計算し、調
節した。患者には異常なし。
エポジン1500単位を注射する所を、3000単位を注射してしまった。配られていたのは3000単位で 業務手順、ルール、チェックの問題
準備した係りの者の確認不足のためであるから、個々
あったが、透析箋には1500単位となっており、指示も1500であった。 患者さんへへの影響は検査 の確認のみでは危険である事を踏まえ、準備する人、入れる人は最終確認を行う良い指導
データーへの問題が出てくる可能性あり
エリスロポエチン製剤を隣の患者に配ってしまった。 施行者が施行前に患者名の違いに気づい 配薬時の薬品と患者名のチェックが出来ていなかった 一患者一トレイになっていなかった
た。
エルカルチン１４０ｍｌで調剤するところ２１０ｍｌで調剤、薬袋には１日２回と記載、残量が多いため 定期薬を作成する際水薬を後回しにして最後にまとめて作成したが、２１０ｍｌが多かっため２１０
４回分服用した時点で看護師が発見する。
ｍｌと思いい込んでいた。他に処方されていた薬の監査者とエルカルチン水の監査者と違い、監査
の流れがスムーズでなかった。看護師は残薬の確認が不十分であった。
エレベーターから降りる時点滴台がひっかかってバランスをくずした。
不注意
エレベーターと降りる場所の隙間に点滴棒が挟まって転倒、切り傷。
点滴棒を引きながら自販機のコーヒーを買いにいく途中
エレベーター待っている間にソファーより立ち上がり転倒する。
エレベーター内で発見される（タバコを買いに行く）
エレベートバスからベットに移動させる際、バルンバックを持ち患者を抱き上げたとき、バルン
チューブがエレベートバスの金具にひっかかり抜けてしまう。
エレンタールＰをエレンタール末で間違って処方し、数日間投与してしまった。

座っているように話すも理解してくれなくてひとりで立ち上がる。
患者観察不足
ハルンバックを確認しチューブも乗せたが、落ちてしまいひっかかってしまったので、再三の確認
が必要だった。
オーダにはエレンタール末しか登録されていなかった。画面にでてきたエレンタール末をエレン
タールＰと思い込み処方オーダを発行した。
エンボスカード作成時 男女の入力間違い
チェックの仕組みの問題点
エンボスの押し間違い
物理的な環境設備の問題点
エンボスを間違ったために、A氏に対しては朝から五分粥となるはずだったが、昼からの開始と
名字の一文字違いにより、エンボスを取り違え処理した。取り違えた伝票をそのまま提出した。ダ
なった。B氏に対しては、元々全粥を摂取していたが、朝、昼と五分粥を摂取することになった。
ブルチェックにおける確認方法の誤り。
オイグルコン（糖尿病薬）が処方されていたが、薬局で薬袋に入れる時、ｍｇの同じノルバスク（高 少し前に、同薬剤でｍｇ数の間違いを起したため、ｍｇに気がいって、薬剤そのものを間違えてし
血圧剤）を入れてしまった。続いて、別の薬剤師が監査時に、薬袋ラベルで行ったため、二重のミ まった。 調剤する場所が狭いことも構造的問題の一つである。
スが発生した。入院患者であったので、看護師が配るときに気がつき、未然に防げた。仮に見落と
すと、低血糖を起す可能性は大であった。
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呼吸器装着者のエアーマットは自動体交しない。
中止薬保管場所に置く約束事の遵守
指示内容を十分に確認してから実施するようスタッフに徹底した。
週１回などの決まった曜日の払い出しであれば、その曜日も記入する。
再確認をきちんと行う。
現在エピカテチェックリストを使用中だがチェック時間を再検討していく。 病衣に固定したらどうか
も検討。
禁食に対するチエック機構が、人の注意力だけになっていた。材料にまで、注意が向きにくいが、
注意をする人を再度、明確にして献立、配膳を行う。
献立名の見直し、禁止食に対する認識の改善（説明会開催等）
基本的なチェックは原則であり、交換後のチェックなど危険予測ができていない。ポンプ使用時の
マニュアルの検討が必要であると思われる。

回収前に必ず注入薬剤の確認を行うというルールを再指導した
配薬時の手順の確認と徹底
１枚の処方箋は一人の薬剤師が責任をもって監査する。服用回数と全量のを正しく計算する。与
薬時残量の確認を必ずする。
看護師が点滴台の取り扱いを指導。
自販機を病棟にも置く。点滴棒でのエレベーターは付き添いを必要とする。隙間を埋める対策を業
者と行う。
説明を理解するまで関わらなければならない。
定めた時間に喫煙場所に連れていく
再三の確認とラインからバックすべて一緒に抱き上げる。
小児病棟においては、エレンタールＰの使用を基本としている。薬剤師は小児科医がエレンタール
をオーダしたときは疑義紹介する。
確認方法を変更 ダブルチェック
手に取った後再確認を徹底する。
同姓及び類似患者に対する注意を払う。確認の徹底（５W1Hに基づいた確認をする）
監査時に、薬袋中の薬剤を出して行うようにした。
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具体的内容
背景・要因
オーダー更新中にコンピューターがフリーズ。業者に依頼し修復をはかった。修復により更新でき 修復後の確認不十分
ると判断し通常業務を行った。患者より苦情があり更新していないことが判明。（５日後週末であっ
たため）対応が遅れた
オーダリングシステムでオーダー入力時，１日３回分の処方を１回分に変更する際，前処方を訂正 医師の入力ミス。処方の入力方法を理解していない。 オーダー画面の取扱も理解していない。
せずそのままコピーして処方発行してしまったため，３倍量が処方されてしまった。 薬剤部で気付 教育が出来ていない。 医師としての資質に問題がある。
き処方医に問い合わせをしたが，処方医は自分は処方していないとの返事。 処方医がコン
ピューターオーダー画面を使用後，ログアウトをせずにいたため，別の医師（間違え入力した当事
者）がそのままコンピュータを使用し該当患者のオーダー入力をしたと思われる。誰が入力したか
は不明であった。間違いは未然に発見されたので患者への影響はない。
オーダリングで、医師が処方を入力したが、患者本人より薬が足りないとの要望があった。内容を 看護師：職務の範囲についての認識の問題 医師：コンピューターオーダリングは、毎回閉じてい
変更することになったが、それを医師ではなく、開きっぱなしのオーダリングで看護師が行った。そ ないという問題 オーダリング：不安定であるという問題
の後、薬局より、当該意志への疑義照会があり、判明した。またこの行為のみでなく、オーダリン
グで入力した内容と、処方箋に印字される内容が違っていたという問題も認められた。
オートクレーブの蒸気漏れにより火災報知器作動
物理的な環境や設備上の問題点
ｵｷｻﾛｰﾙ5を調剤すべき所をﾌﾞﾙﾀｰﾙを調剤した。看護師よりミスを指摘された。
処方箋をきちんと見ていなかった。ﾌﾞﾙﾀｰﾙと思い込んでいた。
オキシコンチン１０ｍｇ１錠５ｍｇ１錠内服の方と、オキシコンチン５ｍｇ２錠内服の方がおり、二人と いつもは名前を書いた紙にオキシコンチンをはり、それを患者のもとへもっていっていたが朝の７
も同じ時間に内服だった。そのため、サテライトの劇薬庫から二人分のオキシコンチンをとりだし名 時ということや、この日はいつもより忙しかったということもあり用意する余裕がなかった。 また同
前もかかずワゴンの上に置き患者のもとへ行った。入眠状況、痛みの程度を聞きながら無意識の じ時間にオキシコンチンを内服する患者が二人おられた。 患者名を確認せず、他の会話をしな
うちにオキシコンチン５ｍｇ２錠渡す患者にオキシコンチン１０ｍｇ、５ｍｇ渡してしまった。内服後に がらオキシコンチンを渡してしまった。 処方箋から薬を出し、名前を何も書かず患者のもとへ持っ
間違いに気付いた。
ていった。
オキシコンチン５ｍｇ１Ｔを８時に与薬する予定が、オキシコンチン５ｍｇ２Ｔ与薬した。
５ｍｇ２Ｔ／２Ｘと記載されていたのに、５ｍｇ２Ｔ与薬と勘違いしてしまった。
オキシコンチンオプソ内服中の患者が入院されたが、薬を持参してこなかった。当日深夜痛みが 麻薬の管理についての認識不足。
あり薬を希望されたが処方されていなかったため、他の病棟で１回分だけ借りて服用させた。
オキンコンチンは、２０時、８時で内服されている、患者、前日に、オキシコンチン４０Mgからオキシ 麻薬の確認の軽視、記号の知識不足、情報収集の不備
コンチン６０ｍｇに増量になっていた。４０ｍｇと思いこんでおり40ｍｇ１錠と２０ｍｇを１錠づつ与薬す
る予定だったが、２０ｍｇを２錠渡してしまった。
おしゃべりや他のことに気を取られながら点滴の準備をしていたら、隣に並べていたボトルを取り ・点滴準備時の注意力欠如 ・類似薬品の同時作業による混同
混注していまし、すぐに気が付いたが廃棄処分となった。
おせんべいを食べた可能性があった為の誤嚥が疑われたため、サクションと背部打法を行ない咽 嚥下状態があまり良くない患者にもかかわらずおせんべいが常に消頭台の中にいれてありいつ
頭部の異物除去を行なった
でも食べられる状態にあった為、看護サイドでの管理をしていなかった
オダイン錠２１日分のところを２日分しかオーダーしなかった
処方医の確認不足とオーダーシステムの問題
オノンドライシロップ１４０ｍｇ分２の処方において、１包７０ｍｇのもの（予包剤）を調剤すべきとこ 予包剤の規格は２種類あり規格確認不足であった。
ろ、１包５０ｍｇのもの（予包剤）を調剤。調剤監査も見過ごしてしまった。患者の家族がいつもと違
うことに気付き服用はしなかった。
オノンドライシロップが処方されていたところを、誤ってザジテンドライシロップを調剤し、患者さん オノンドライシロップは新規採用薬品であり、薬剤情報提供書に薬品の写真がまだ入っていな
に渡してしまった。間違いを患者さんのお母さんに連絡を受け分かった。薬は手持ちがまだ残って かった為、調剤監査時に薬品と写真を見合わせることができず、チェックの目をとおり抜けてし
いたため、未服用だった。
まったと思われる。
オノンを朝・夕で４日分、母親に渡し児に内服させてもらっていた。３日目でなくなったと報告があ
り、朝・昼・夕の３回飲ませていたことがわかった。
オパルモン錠の指示あり患者の所はへ持っていったら１W間未内服といわれた。前回処方箋に処
方切れ日が○/5なのに○/11にメモされていて日数の間違いに気がついた。７日間投与しなかっ
た事になる。明日手術予定で、術後、再開始となる。
オフポンプCABGの手術時、閉胸まえにガーゼのカウントをしたところ１枚不足していた。執刀医に
も伝え、術野もガーゼが無いか捜してもらったが、結局見つからず閉胸後にレントゲンを撮り、胸
腔内には無いことを確認し手術終了とした。その後、４人の目で部屋中捜したがガーゼはみつか
らなかった。
オペを受ける患者様に、 12/7 6時にニカルピン1A＋5%TZ16mlを3/hで投与するという指示が出さ
れていた。点滴の準備をしたのが午前3時であり、準備する際にニカルピン1A +5%TZ20mlを準備
し、そのまま6時に3/hで投与を開始した。9時にオペ開始され、オペ室で間違いが発覚した。患者
様に急変はおこらず、手術は無事終了した。

改善策
オーダ更新中フリーズした場合は必ず送信状況を確認する
教育システムの見直し。

職員：それぞれ、認識を改める。 オーダリング：不具合を調整してもらう。場合によっては、全面入
れ替えも考える
点検の強化
確認をきちんと行うこと。
一患者一トレイという原則を守って処方箋と薬を別にせず一緒にもっていく。また患者のもとや、薬
を取り出す時指差し呼称し確認していく。

きちんと確認して与薬する。あわてない。
薬剤科も２４時間体制であるので、きちんと処方依頼し薬の使用をする。他の患者からの薬の貸し
借りはしない。スタッフにもう一度周知する。
病棟全体で、麻薬は、内服薬であっても、２人確認が原則になった。わからない事は確実に上の
人に確認する。
・点滴準備時の注意力集中作業実施 ・類似した薬剤の同時作業時は場所をはなす。
患者と御家族に説明をして、看護サイド管理にして頂きました。

薬剤指導との連携不足

オーダー端末の処理能力を上げる
複数規格あるものの確認の徹底を促した。複数規格ある薬剤は多数あり、良策が見当たらず苦
慮している。（予包剤を取り扱い中止とする方法もあるが、両剤はよく使われていて便利なため中
止は難しい）
新規薬品採用時は、早急に薬剤情報提供書等のマスター登録をし、通常の確認作業ができる体
制を作るようにする。 2（1）関連した薬剤 ・ザジテンドライシロップ ・ドライシロップ（粉薬） ・0.4ｇ
／包 ・ノバルティスファーマ 本来投与すべき薬剤 ・オノンドライシロップ ・ドライシロップ（粉薬）
・0.5ｇ／包 ・小野薬品
家族管理薬の見直し。

内服整理時に次回処方日を書き間違っている。

指示受け時の手順を守る（正しい薬、時間、人、方法、量）

・はじめのカウントが不十分であった。 ・長い手術の間中カウントをしたのは、閉胸前が初めて
だった。

同じ手洗い看護師がAM,PMと手洗いをする時も、どこかで一度ガーゼカウントをする。

日勤で自宅に帰宅したのが午後7時30分くらいであり、そのまま睡眠をとらずに深夜勤勤務となっ
たことで、勤務中眠たくなっていたこと。処方箋を持ち確認しながら点滴を準備したが、声だし・指
さし確認、名前・点滴の種類・用量・流量・時間を一つ一つ十分に確認できていなかった。大丈夫
であろうと思っており、心理的な要因も考えられる。心外の手術前に、ニカルピンを投与することが
あることは知っていたが、実際に点滴を準備・投与するのは今回が初めてであった。それにも関わ
らず、先輩ナースに一緒に確認してもらうように頼まず、一人で点滴準備・投与してしまった。

自分の点滴準備の仕方を振り返ってみると、処方箋を見ながら、名前・点滴の種類・流量・量は確
認できているが、点滴の用量の確認が特に不十分であると考えられる。特に、メインの点滴（例え
ば、ソリタＴ３・アクチットなど）は、用量が５００ｍｌと決まっており、確認し忘れていることが多い。５
００ｍｌであると頭の中で思いこんでしまっている。その用量確認が習慣づけられていないこと、頭
の中での思いこみが今回の間違いの一番の要因であると考える。それを受けて、点滴を準備する
際、処方箋またはワークシートを見ながら、名前・点滴の種類・用量・流量・時間一つ一つを、声だ
し・指さしで十分に確認すること、そして一つ一つの確認を習慣づけて行くことが改善策であると思
う。
オペ後、器械をカウントしていたら、借り物器械が一つない事に気づく。ルンバールの患者で、あっ 無くなった器械が使われている頃、本物の器械を準備したりしていて落ちている事に気づかなかっ 正しい器械カウントを器械出し、外回り共に行う。
たため、Dr.と外回りNs.、チーフリーダーに告げた。患者は、オペ後X-Pは撮ったが、確認をしない た。閉創時、カウントしたが、数え間違いをしていた。張ってあるカウント用紙を見ながらのカウント
ままの退室であった（今までも確認せずの退室であった）。閉創時は、ガーゼカウントし、器械カウ だった。
ントは器械出しだけで行われていた。退室後、オペレーターの立っていた足台の溝から見つかっ
た。
オペ後３日目 不穏無く経過中であったが室内本人希望にて暗くしたのと不眠気味が不穏症状を オペ後シンドロームか
年齢的なものも考慮して事前からもう少し注意観察しておけば良かった
誘発したのか２３時過ぎの巡視の際ＣＶＣ自己抜去してNGをひっぱっているのを発見
オペ後3日目の児の点滴の張替えを2人でしているとき、児が突然動いてしまい、針が抜けてし
児の手を支えている人との連携不足。 児が危険を理解できない年齢である。
張替えをする時は声をかけあい、児の手を持つ人がしっかり固定し、動かないようにする。また児
まった。
の母親などにも協力してもらう。
オペ後のバルン挿入中の患者様で、微量尿測計がついてあった。申し送り後、訪室すると、尿意 ケアレスミス
退室時は患者の身の回りを再度確認する。
を訴え、微量尿測計のクレンメがクランプ状態であり、尿漏れが多量にみられ、シーツも汚染され
ていた。解放後、３００ｍＬの尿が流出した。ナースコールも壁にかけたままになっており、側に置
いてなかった。
オペ後の患者のバイタルを測定していて、スケールでの血糖チェックをしている患者の血糖チェッ オペ後のバイタル測定にきをとられていた。タイマーなどを使用しなかった。バイタルに手一杯だっ 時間が決まっている処置などはタイマーを使用する。また、１日のスケジュールとしてわかるように
クがぬけてしまった。２時間後に気がつき内科ドクターに報告するも様子観察でよいとの指示をも たので他のメンバーに協力を依頼すればよかった。
メモを作成し、試行後チェックをかけるという習慣をつけて抜けをふせぐ。
らう。低血糖症状などなく経過観察する。
オペ後点内にヒューマリン注入、デキストロの指示があり，デキストロチェック後ドクターに報告す 夕方近くで、病棟内が慌しい中での確認だったので確認が不十分だった。
もともと点内にヒューマリンを入れていた患者であった為、念頭においとかなければならなかった。
るも、点内にヒューマリンを入れ忘れた当患者の受け持ちが新人であったが、点内にヒューマリン
再度スケール表を確認する必要があった。
を入れなければいけない事を自分も忘れていた。
オペ出しの際、抗生剤テストを施行していないのに気がついた。当日にテストを行い判定しても
手術前日の確認が不十分であった。 チェックリストが十分に活用されていなかった。
術前チェックリストにて確認を確実に行う。
らった。
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具体的内容
オペ出しをする際、遅出の業務の私は、別の看護師よりプレメデを打つように聞いた。患者様にプ
レメデをうちオペ出しをした所手術室で今呼ぶとこだったと言われた。電話連絡ではプレメデを打
つだけの口頭指示でオペ出しの指示は出ていなかった。
オペ前の持続点滴で、１本目のポタコールの点滴後、２本目の点滴を、止血剤入りの点滴を３０分
程施行してしまった。止血剤入りの点滴に、？／３と順番が記載されていた為、オペ前に、止血剤
入りの点滴を施行してしまった。記載されている番号を、そのまま鵜呑みにしてしまった。
オムツを手で少しちぎり、口に入れていた。

背景・要因
改善策
電話連絡があり、本人へしっかりプレメデだけなのかオペ出しもするのか確認する必要があった。 再度確認していく。 電話連絡をもらった時点でメモを取り、口頭ではなくメモにて情報を伝達する
伝達した看護師が昼休憩に行き、すでに病棟にはおらず確認できなかった。連携ミスがあった。 ようにする。
認識不足

内容確認して、施注する

患者は靴下を自分で脱いでくわえている状況がある。 口にくわえ異食に至ることは今までにな
い。 遊びの１つとして物を口にくわえていると考えられる。
患者は転移性脊髄せん腫で下肢の拘縮強く、不完全イルウスで 排便も定期のコントロール中で
あった。 更に、疼痛訴えあり、一般病棟にて疼痛コントロールしＭＳコン チン3Ｔ3×内服中で
あった。 以前より悲観的に言葉きかれることがあり、在宅療養もままならず病状に変化ものぞめ
ないため発作的に自傷行為に出たこと。
当該患者はトイレ終了後ＮＳコールを押さずに１人で車椅子に戻ることがあったのに車椅子をたた
んで使用できない状態にしたこと。 トイレ誘導を日中しておりＮＳコールを必ずしてもらえるとの思
い込みがあった。 側について介助することがベストだが、忙しい時間帯であり、人手がなかったこ
と。

口にくわえる物を渡す。なんでもくわえる習慣がある。口にくわえても悪影響をおよばさないもの、
たとえばオシボリなどを渡す。
家族との面会も多いほうではなく、同室患者様との会話も少なく 窓側のため孤立した感があるの
で、家族とのコンタクトを蜜にし 患者様の欲求に添えるように努める。 又、患者様の動きが見え
るように廊下側のベットに移動する等 孤立した状況の改善に努めるとともに、自傷行為再発防止
のため 危険物の除去、コード数の整理等を実施する。
トイレ誘導した患者がいる場合はできるだけ早く様子を見に行く。 今回のケースでは、車椅子を
たたまず、座るようにセッティングしてその場を離れたほうが転倒する危険性を回避できたかも知
れない。

オムツ交換、体交のために訪室すると患者様本人のイヤホンが首に3重に巻いてあり、コードの跡
が残るほどだった。患者様から「まちがっちャった」「テレビを見ようととしてからまった」との訴えは
あるものの自傷行為に対する問いには否定的であった。顔色良好、ＳＰＯ2、96％、興奮も見られ
ないため様子観察とした、深夜帯で一般病棟リーダーナース、病棟主任、Ｄｒに報告したこと。
オムツ交換・体位変換に１９：３０より周りはじめていた。患者は病室の車椅子に座っていたため病
室内トイレに連れて行き就寝前の排泄を促した。日頃よりトイレに連れて行った際は排泄が終わる
と自分からＮＳコールを押して知らせてもらえるためこの時も壁のコールボタンを示し「終わったら
押してください」といい、１人で車椅子に座わろうとしないよう車椅子をたたんでトイレ内の壁側にお
いて置いた。他の病室へおむつ交換に入いり、終わってから当該患者よりコールがないため様子
を見に行くと病室内トイレの手すり脇の床に転倒している患者を発見した。特に外傷なく、本人に
問うと膝を打ったとのことであったが発赤・皮下出血はなく、その後全身の観察をしたが特に変化
はなかった。
おむつ交換で病室へ訪室すると、ベッドの上に患者が寝ていない。下を見ると頭がベッドと逆方向 ベッドの半柵がゆるかったことに起因する、ベッドからの転落と考えられる。
に、掛布団が頭の下にあり落ちている。半柵はベッドの真下にある。打撲の後なく本人痛みもない
とのこと。4時の見回り時ベッド上に寝ていた。
おむつ交換にて、訪室するとベッドの左側床に横になっているところを発見する。 「体の向きを変
えたら足が下のほうにいって、そのまま体も滑って下に落ちちゃった」と本人訴える。
おむつ交換にて訪室すると、ベッド右側の床に座っているところを発見する。バルンカテーテルの
接続がはずれてシーツ汚染あり。
オムツ交換に回っている最中、大声がしたのでその患者の病室を訪室すると患者が、ベット柵を
外して病室の入り口まで這って出てきていた。疼痛の訴えなし、頭部打撲ははっきりせず、背部・
腰部・四肢の打撲跡なし、便失禁多量あり。ＢＰ＝１５０／６５ Ｐ＝６６ レベル＝クリア
おむつ交換に室訪しその時はしっかり挿入されていた 開閉式おむつをあけ便の確認をし がそ
の際ふと顔を見ると経鼻エアウェイが７センチ程抜けているのに気付く 昨晩より無呼吸と舌根沈
下レベル低下みられ呼吸状態の安定のため挿入されていた 当日はＳＡＯ２良好でありレベルも
いつも通りもどっていたが無呼吸あり呼吸状態の悪化考えられた
おむつ交換に訪室 気管カニューレが自己抜去されていた。
おむつ交換に訪室、マーゲンチューブが自己抜去されていた
おむつ交換に訪室したら、マーゲンチューブが自己抜去されていた
オムツ交換のため、訪室すると寝具類のみだれがありミトンはずしており、腸瘻チューブ自己抜管
している。体動も活発にみられている。先端部のみ１５センチ位挿入し経過観察する。

自力体動可能な患者だったが、予想以上に大きく体動した。 そこまでは動かないだろうという思
い込みがあった。 足元には、ベッド柵がなかった。
時折、幻視もあり、指示入力困難があった。危険回避能力も低下していた。 ベッド柵に、隙間が
あった。
患者の行動パターンを十分把握できていなかったこと
経鼻エアウェイ挿入中であったが上肢がよく動くとは感じていたが体交時に特別配慮できていな
かった

本人の改善策：ベッドの半柵がゆるかった。ベッドの半柵を長柵へ交換した。ベッドは一番下の位
置にしておく。所属長の改善策：・半柵がゆるめであれば他のものと交換する。・夜間帯の物音に
は聞き耳をたてて注意する。 どんな小さな物音でも見に行って確認する。・ベッドは夜間帯は特
に下げておく。・夜間覚醒している場合は注意する。
訪室時、体の位置確認する。 足元から滑り落ちないように、柵の位置を工夫する。 動きたいとき
は、コールにて職員をよんでもらい、見守りの上で 体交をする。
滑り落ちる柵の隙間がないように、柵の位置を工夫する。 訪室回数を増やす。 行動の前には、
コールを押して職員を呼ぶように、繰り返し説明する。
頻回な訪室を行う。 十分に観察し、行動パターンを把握する。
おむつ交換には必ず二人看護師で行い一人が必ず手の動きに注意しておこなう

チェックの仕組みの問題点 観察不足
観察の徹底（回診を多くする等）
務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
観察の徹底 訪室の回数増
チェックの仕組みの問題点 観察不足
回診を多くする
身体拘束モニターシートにより、抑制を行なっていたが、当日拘束衣は着がえがなく使用していな 拘束衣着用、枚数を増やしてもらう。全身掻痒増強時、適宜外用薬塗布。胃瘻腸瘻の学習会を通
かった。またミトンのひもが緩んで抜けやすい状態であったと思われる。栄養終了時、腹帯の中に じてチューブの特徴および固定法を学習
チューブが収まっていたのか、ベット上で体動活発であったため痒みの増強があったとも考えられ
る。
オムツ交換のため訪室、オムツを点検し上着、腹部に巻いたタオルを直そうとした所、固定のテー 身体拘束モニターシートによる抑制方法を行なっていたが、当日拘束衣は着がえがなく使用して 拘束衣着用、枚数を増やしてもらう。全身掻痒増強時、適宜外用薬塗布。胃瘻、腸瘻の学習会を
プがはずれ、腸瘻チューブが５０センチまで抜けているのを発見する。ベット上での体動活発な
いなかった。栄養終了時、腹帯の中にチューブが収まっていたのか、ベット上で体動活発であった 通じてッチューブの特徴および固定法を学習。
為、右手ミトン、抑制帯を使用していた。軽いギャッジアップでいたため、少しずつ体が下がった状 ためかゆみが増強していたとも考えられる。
態で右手はかろうじて腹部をさわれる状態だった。
おむつ交換のため訪室すると、ベッドの下（右側）で右側臥位になっている患者を発見した。 → 柵固定の紐が緩く、柵が取れやすくなっていた。
柵固定の紐を頑丈なものに変える。
ベッド柵４本は固定されていたが、右上の柵だけ固定されたまま外れていた。 →疼痛の訴えは無
かったが、左前額部が少し腫れていた。 →看護師に報告。ベッドに寝かせVS測定。BP151/82,
P90, KT36.2℃。 →左前額部に湿布を貼った。 →ベッドごと食堂に誘導し、医師に報告。診察依
頼した。 →医師から様子観察の指示を受けた。
オムツ交換のため訪室すると、右上肢は血だらけとなり、裸でベッドに横になっている。 本人曰く 安静の必要性が理解できていなかった。
安静が必要であることを十分に説明して、声かけを繰り返し誘導していく。また予想される行動に
「リハビリしようと思って立ち上がり、転倒した」と。右上肢は、擦過傷による皮膚剥離で出血したも
対応していく。起き上がられる時は、ナース・コールを押して頂くよう指導する。
の。
おむつ交換のため訪室すると、患者様がベッドサイドの床に横たわっている状態を発見する。 外 通常の状態と反対にベッド柵が差し込んであり、隙間ができていた。 そこから滑り落ちた様子で ベッド柵にマーキングをし、誰が行っても、決められた位置に差し込まれるように工夫する。 ラウ
傷、意識障害等見られず、疼痛訴えなし。ゆっくり落ちたから大丈夫と患者様より訴えあり。バイタ ある。 患者様を臥床させた職員が、ベッド柵の差し込み方を間違えた。
ンド時に、柵の位置、隙間など、転落の危険因子についても細かく確認を行う。
ル変化なし。
おむつ交換のため訪室すると、床頭台の前に座り込んで、「衣類、財布、義歯がなくなった。」と床 ・患者の痴呆症状 ・患者の見守りの不備 ・たびたび同様なことが起きていて、注意して巡回も多 ・患者の状態観察の強化 ・巡回数の増加 ・スタッフの意識改革
頭台の中のものを取り出し探していた。自力では歩行、移動ができない患者で、どのように降りた くしていたが、何事もなく日がたつとスタッフの中に危険だという意識が低下した
か不明。打撲・けがなど認めず、本人より疼痛の訴えもない。被害妄想から床頭台が気になり、
ベッドより降りてしまう様子にて、床頭台の位置を変えた。日中はできるだけ離床し様子観察する
こととした。
オムツ交換のため訪室すると患者様の頭部及び右上肢がベット上部の隙間から垂れ下がってい 床頭台及び電気コード類のいじけを防止するために壁からベットを離し、隙間を作った為と考え
ベットは定位置とし、症頭台をベットから離しコード類はまとめる。
た。
る。
おむつ交換の為訪室し、声掛けをしながらおむつ交換をしていた。 →突然、患者が暴れだしてし 興奮状態の対応を１人でしてしまった。
患者が興奮状態となった際は、他のスタッフを呼び協力して対応する。
まった。 →落ち着かせようとしたが全く効果がなく、激しく抵抗を繰り返した。 →両腕を強く引っ
張られた為引き離したところ、その反動で患者が左眉毛の上を柵にぶつけてしまい出血した。 →
看護師に報告。 →ステリーテープ固定・ガーゼ保護した。 →１時間後に訪室した際に、特に変
化は無かった。
オムツ交換の途中で自室内のトイレに仰向けで倒れている患者様を発見する。打撲部位や痛み ・夜間帯の不穏時の対応が検討されていなかった ・普段は早くから入眠するが当日は消灯時間 ・１９：００にトイレ誘導を行う
・夜間起きている時はトイレ誘導を行う ・頻回の目配りをする ・
の訴えはなく夜勤者２名でベッドへ誘導した。患者様は「トイレにきたが動けなくなり座った」と話し にテレビをつけて起きていた ・日中のトイレ誘導でトイレに行く習慣がついてきていた ・コール指 行動パターンを把握する
ていた。
導を行っていたが押してくる事はなかった ・目配りが不足していた ・
オムツ交換をしようとして体を横に向けた時にバルーンが抜けてしまった バルーン挿入時多少の ルート類など 注意する物は注意する
オムツ交換や体位交換の時バルーンをしている人はルートに注意して体位交換するよう気をつけ
出血あったが本人は痛みがなく大丈夫でした
ていきたいと思います
オムツ交換をしようと病衣をはだけたら、胃瘻チューブが抜けてしまった。チューブを引っ張ってい はっきりしないが、オムツ交換しようとし気付かずうちに引っ張ってしまったと考えられる。 胃瘻
オムツ交換、体位交換時には胃瘻チューブ（他のチューブ類）が下敷きになっていないか、確認し
ない。 バルーンのワッサー交換は定期的に行っていた。 抜去時、バルーンに異常はなかった。 チューブに異常は認められなかった。
てから行う。
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具体的内容
オムツ交換を二人で施行中、左膝部が右膝とこすれ、表皮剥離させてしまった。

背景・要因
左膝に古い傷があったこともあり、体交時体の向きを変える時、右膝でこすれて発生した。

オムツ交換後、ベッドから車イスへ移乗介助する際、バランスを崩し患者様と一緒に転倒してし
まった。
おむつ交換時、おむつ車を移動中廊下にておむつ車と接触、転倒、両膝をついた状態

移乗の際、足元や体勢を整えていなかった。
おむつ車の移動は押すのではなく引くようにする

改善策
ひっかけたり、こすれたりして剥離しそうな皮膚には、早めにガーゼで保護する。皮膚の状態を確
認して注意し体交を行えばよかった。
いつも移乗介助している患者様でも、バランスを崩さないよう体勢を整える。

前方・後方の確認 おむつ車は引いて移動 おむつ車移動時には声を掛けながら 廊下の整理整
頓
オムツ交換時、右前腕表皮剥離に気が付く。
体交やオムツ交換時剥離したものか、自分で触って剥離したものなのか、患者さんの左手の爪に 体交やオムツ交換時の剥離であれば、施行時注意が必要。本人が触ってなったのであれば手が
血が付着していた為
いかないように注意する
オムツ交換時、表皮剥離発見
移行時、物に当たらないよう注意する
靴下・履き物をはいて移行する
オムツ交換時、表皮剥離発見
患者状態観察不足
ケア時はベッド柵にクッションを置くなどして保護する
オムツ交換時、表皮剥離発見
患者観察不足
入浴時等に爪が伸びていないか確認
おむつ交換時に左手背に表皮剥離を発見し、処置を行う
観察不足。 移乗移の注意不足。
移乗移など、足だけでなく腕、手背も気をつける
オムツ交換時右側ガイになっていたが、次は左向きにと体位交換を行なったら、胸腔ドレーンが抜 長期化したドレーンの固定方法の再度検討
看護処置を行なう前に、各ルートの確認を行なう
けているのが発見された
オムツ交換時体交した時、左足(下肢裏)側に23G注射針ささっていた。出血、痛みもなし。
痴呆症状が強く、症状が悪い為、血管が見えず何回も刺し返しの状態で、何本使ったか確認して 使用した針は、マニュアルどおり針捨てボックスにすぐ入れるように徹底する。
いなかった。
オムツ交換時訪室するとベッド柵がはづれ、その上に休まれていた
体の向きの方を、壁側に向けていたら防げたかも
見回りの回数を多くする
オムツ交換中、廊下が光って見えるのでよく見ると患者様が排尿しながらトイレに行っていた。そ トイレの誘導すべき時間を把握していなかった。夜間であった為、目が行き届かなかった。
患者様のトイレ誘導の時間を検討する。
の後、他の患者様が２人で歩行してトイレに行くため、誘導してトイレに行く。すぐにモップでふき取
る。
オムツ点検に回ったところ、ベットにおらず、右側の床に転落していた。
痴呆もあり、不穏行動も出てきており、早めにマットのみの使用としておけば良かった。
転倒・転落のスコアをとり、その対処をしておく。
オメプラール注は生食又は5%ブトウ糖で溶解しないと配合変化が起こるのに、KN3Bと処方してあ 確認不足、認識不足、
薬剤科では、オメプラール注の配置場所に、「生食または5%ブトウ糖で溶解」と表示する。また、医
り、調剤時配合変化がある気がつき、取り替える。
師および看護師に認識してもらうため、資料を配布する。また間違えた医師にはそのつど連絡して
認識してもらう。
おやつのロールケーキの中に５cm位の毛髪を発見。おやつを交換し患者へは影響なし。
栄養班での配膳前の確認不足。
配膳時の確認。
おやつの介助時に、“胃ろう・気切・経口摂取不能”の患者に、ヨーグルトを与えてしまった。 →す 名前とおやつの確認を自分ではしなかった。 他の介護員に聞き、その介護員が“はい。”と答え チェックシートの名前と、本人である事を自分で確認する。 患者の情報を、常に頭に入れておく。
ぐに気付き、介助を中止して看護師に報告した。 →誤嚥・むせは無く、ベッドアップして様子をみ た。
た
おやつの時間でデイルームに数名の患者と見守りのスタッフが一名いた。そのスタッフがお茶の ・周囲に危険物を置いたこと ・これまで異食はなく行動を予測できなかったこと
・手の届く範囲に危険(となり得る)物を置かない ・患者の状態観察の強化 ・スタッフ同士での情
準備をしている間に、１人の患者が目の前に置いてあった綿球を５、６個口の中に入れていた所を
報の共有
通りかかった別のスタッフが発見する。綿球を取り出し、口腔内を確認。飲み込んだ様子なし。そ
のまま様子観察とし、近くにあった危険物を除去した。
おやつの時間になって利用者の方がＡ氏を喚ぶ声で様子がおかしいと気づき駆け寄ってみると誤 おやつ摂取中にも関わらず、利用者より目が離れていた。利用者の方より急変を知らされた。カ 摂取中は必ず見守りを行い観察を怠らない。食事前の嚥下運動を行う。救急時のマニュアル作
嚥状態を起こしていた
ルテに痰のゴロつきがありと記入されていたが目を通していなかった。机の配置が悪かった。Ａ氏 成。食材の検討。家族から普段の情報を収集する。誤嚥の危険性がある人のリストアップをしてお
が活気がないことに気づいていながら観察を怠った
く
おやつの時間に看室預かりのロッカー鍵を患者様にお渡しした。本人使用後、紛失してしまった。 精神症状から自己管理ができない患者様であり鍵を渡したら、渡した職員が責任を持つべきで
使用後すぐに、必ず職員へ手渡しで返すよう説明する。職員の見守りまたは、付き添いの下観察
あった。患者様への説明、観察が不十分だった。
していく。
おやつの入れ物の食缶の洗浄が不十分で、残菜が付着していたので、病棟から連絡有り替わり ・洗浄が不十分 ・使用前のアルコール消毒が不十分。 ・食缶の確認が不十分。 ・洗浄したとい マニュアルに基づく作業の徹底。
の食品を持参して謝罪した。（調理師１名、委託社２名）
う思い込み
オルガラン１ｍｌを午前３時に静注により与薬する予定が、実施しなかった。
注射指示箋に他者確認印が３つ押してあったため、その薬剤はすでに投与されたものと思い込ん 時間がふってあったのでよく指示を見る。他者にも指示簿をチェックしてもらう。
だ。また、未使用の投与薬剤がある場合ミキシング台に普段置いてあるが、今回置いていなく投
与するものはないと思い込んだ。
オルソパントモとオクルーザルのオーダーを勘違いしてオルソパントモとパナグラフィ－を撮ってし 実施シールの文字が歯科は特に小さいため文字が見えにくい。
実施シールの文字を大きく表示できるように検討する。チェッカーの自覚を促す。
まった。その後追加でオクルーザルを撮った。
オンライン透析を開始していたが、警報が鳴り確認してみると、オンライン接続部より液漏れがあ 業務手順、ルール、チェックの問題
オンライン開始時にクレンメを開放していたが、（クレンメ クレンメ開放時に、クレンメの場所を必ず変え、きちんと開放されているか確認する。 入荷前の
り、直ちにオンラインを中止し設定しなおした。 患者さんへの影響は、一時中止していた為、時間 が長時間閉まったままで入荷）クレンメ部分がきちんと開放状態になっていなかった為、チューブ クレンメのクランプに関しては、当院からの依頼で特注の回路である。導入が10月からであり、今
延長に繋がった。
に跡がついていたと考えられる。
後の方向性を検討中である。
オンライン透析患者さんの開始を行なったが、この時「オンラインHD」用の回路が準備されておら 情報伝達、確認の問題 機械セット段階でのルール、チェックの問題
透析箋の確認を行なう事
ず通常HDの器械セットであった為、そのまま開始した。5分後に臨床工学技師が違いに気づき速
やかにオンラインを準備し再開始した。 患者さんへの影響は、透析開始時間の遅れ、不信感を
与えた可能性あり
お食事券を書き忘れていた。ＰＥＴ検査から戻ってきたが受付に食事券が1枚もなく誰かがお食事 思い込みで確認をしなかった為
受付に食事券が無くても確認する 食事券を渡した時間をスケジュール表に記入する
券を渡したと思い次の検査に案内してしまった。レストランから電話が有り１人食事に来て居ないと
言われＡ様に確認した所食事をしていない事が分かった。Ａレストランに電話して食事が出来るか
どうか聞いたところ、集団指導を行なっていることと、時間が遅い為に食中毒が心配だという理由
で、Ｂレストランに案内するよう指示があった為、お連れした。
お茶ゼリーにカビが生えているのを家族が発見した。
作成した日付がなく、古いものが残ったため。事前の確認がされていない。
作成した日付を入れ、２日間使用可能とする。日付が過ぎたものは処分する。
お茶の時間のため、車椅子にて離床中、車椅子より枕をかかえたまま前のめりになって転落しそ 他の患者の二人対応の離床の為にそちらに気を取られてしまい、車椅子のブレーキを掛け忘れ 離床場所の検討。ﾃｰﾌﾞﾙにきちんと近づける。ブレーキをきちんとかける。
うになっているところを発見し、掛けつけるが間に合わず転落する。
たため。
お茶を飲もうとして自分でベッド柵を外し端坐位になりバランスを崩してベッドから転落される。
ベッド柵を簡単に外せてしまうため同じことが起こってしまった。
バイタルサイン測定し主治医に報告する。またベッド柵を違う固定できる物に変更する。そして床
ナースコールの位置はわかっていたと本人はいわれ、自分で出来ると思ったとのことである。
頭台の上に本人の欲しいものを置くようにし手の届く位置，ベッドのすぐ横に置くように設置する。
以上のことを他のスタッフにも伝授していく。
お茶を捨てに行こうとして足が前に進まなくなって転倒したところを発見する。後頭部に血腫あり。 やかんと湯飲みを両手で持っていたため両手がふさがり手すりを使わなかった。
必ず手すりを持って歩行をするよう説明する。
お昼の配膳に部屋に行くと、ポータブルトイレとベッドの間に座っている。（転んだ直後と思われる） スリッパはかず、靴下のまま移動。自動ポンプ使用。
注意の声かけした。
本人は「転んだんじゃなくてすべっただけ。どこも何ともない」と、打撲のあとなし。レベル低下なくい
つも通り。その後Ｄｒ報告し、本人のところへ診察いく。症状ないため経過観察となる。Ｐｔは前日発
作起こし、シリンジポンプ、輸液ポンプ１台ずつついており、床上フリーでポータブル使用でトイレを
行っていた。事故当日は発作等なく安定しており、トイレに行こうとして足が滑って膝ついたといっ
ていた。
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3170

3171

3172

3173
3174

3175

3176

3177
3178

3179

3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186

3187

3188

3189

3190
3191
3192
3193
3194

具体的内容
背景・要因
ガーゼカウントのある手術の手洗いで,手術が始まる前に1束10枚のガーゼを２回ずつ数えた。そ ガーゼが10枚1束であると思い込んで数えていたため。
の時はカスタムパック内の束が４つあった。手術が始まり,束のガーゼをさばいていく時も10枚であ
ることを確認してからさばいた。 その後ガーゼが足りなくなると思い,ガーゼを新たに２束外回り
の看護師から,出してもらった。時間が空いた時にまた,出してもらったガーゼを数え,1束10枚の
ガーゼが２束あることを確認した。さばいていく時もガーゼが1束10枚であることを確認した。 1
回目のガーゼカウントはあった。この時点ではまだ新たに出した20枚のガーゼはさばいていな
かった。2回目,ガーゼカウントを行うと,ガーゼが1枚多かった。この時にはすでに後から出したガー
ゼを10枚以上さばいていた。外回りの看護師と,ガーゼを一緒に確認したがガーゼは1枚多いまま
であった。 閉創後にレントゲンを取ったが,画像にはガーゼらしいものは見当たらなかった。

改善策
・もしかしたら,11枚や9枚の束かもしれないという考えを 持ってガーゼカウントを行う。 ・正確に
ガーゼカウントを行う

ガーゼカウントの時に一枚足りなかった。創部内にガーゼがないことを確認。術後のXーＲａｙで体 ・医療・歯科医療用具（機器）・医療材料の採用や保守・管理の問題点
内にガーゼが残っていないことを確認した。再手術の可能性があった。
ガーゼカウント時に、ガーゼが一枚足らないと気づき執刀医師に報告する。レントゲンの指示が出 使用後の線入りガーゼはバケツに入れると、決められているのに、医師がそれをしなかった。
た。他の医師より、オペ開始時の消毒ガーゼを、医療廃棄箱に捨てていたと証言あり。医療廃棄
箱を見ると、消毒ガーゼが入れられており、執刀医師に確認するも「覚えていない」と返答あり。医
療廃棄箱に捨てる場面を確認してないので、レントゲンをとり体内にガーゼが無い事を確認した。

・術前のカウント、器械準備、展開時のカウントを徹底する。

ガーゼの最終カウントが合わなかった。5枚入りパックの1枚が不足。医師に報告し患者の口腔内
にないことを確認し退室した。
カーデックス、食事指示欄、食事箋とも同様１３日から絶食の指示、深夜勤務者が医師指示欄に１
３日夕から絶食指示に気付く、主治医に確認すると間違いないとのこと、栄養科に行き食事依頼
する。一番最初の指示受けが間違っていた。
カーデックスから受け持ちワークシートに写す際、院内スライディング対応について見間違い、院
内スライディング２Eを院内スライディングと写していた。そのことに気づかずDT：314あった患者様
に対し院内スライディング対応にて+6EノボリンR皮下注射していた。(２E過剰投与となった。)夜勤
の看護師がワークシートとカーデックスを確認し、間違いに気がつき指摘され初めて気がついた。
気がついた時点で患者様の観察に行き低血糖症状は認められず、主治医に報告。経過観察との
ことであった。
カーデックスから朝食前の体重測定の情報(スケールあり)をとり、夜間のショートカンファレンスで
もリーダーと確認していた。朝のラウンドが朝食の配膳時間になった。朝食前までに検温を行った
が、体重は測らず退室し、配膳を自分で行った。申し送りをリーダーにしている時、体重を測ってい
ないことに気付いた。食後の体重を測り、医師に報告。医師の指示でラシックス１Aをivする。
カーデックスに記入された指示を見間違えた。 セレネース１A・生食１００mlと記入されていたが見
間違え、サイレース１A・生食１００mlを点滴してしまった。 翌日伝票を見たスタッフが、カーデック
スに書かれた指示と違うことに気づいた。
カーデックスの真ん中くらいに他科受診の指示があったが、下方しか見ておらず気がつかなかっ
た。他看護師から指摘を受け、主治医に報告し後日受診となる。
カーデックスの表示は、ヒューマリンＲ１０００単位１０ml１２単位/Ｄであった。点滴準備時、ヒュー
マリンＲ１２単位は１日分であるため、メインボトルが１日２回投与することから１回分は６単位混注
すべきところ１２単位混注してしまった。二人で確認していたが気付かず次のボトルを追加したとき
２倍量混注していた事に気付く。定期血糖チェックをしており、血糖値がいつもより低めだったが低
血糖には至らなかった。
カーテンを引くと点滴ボトルに刺さっていた空気針がカーテンに引っかかり床に落下する。
カードにはインシュリンの指示が記入されていたものの 昼食前のインシュリンの施行が漏れてし
まったこと。

直接介助者 医師も慌てておりカウントのルールが守られなかった。
指示受け時の業務手順確認

線入りガーゼは、使用後バケツに入れるように、医師伝える。

マニュアル通りにガーゼ枚数を確認してから医師に渡す。直接介助ナースが確認できていない状
態なら医師に声掛けしガーゼカウントをやり直す。
何度も確認し記入する。（カーデックス、食事箋、チェックリスト）

当事者のカーデックスからワークシートへ写す際、見間違え写したため。

朝の情報収集の際ゆとりを持ち行い、数字等細かな所に気をくばり写していく。また、インシュリン
施行時もう一度カーデックスで確認してから実施していく。

知識不足 物忘れやど忘れ 急いでいた

受け持ちの自分が配膳をしているので、患者は食べて良いと思うことにつながってしまった。配膳
時に、患者に声掛けをして体重測定の必要性を伝えていたら患者はまつことができたと思われ
る。

薬剤名が類似している上、薬効も似ているため。 夜勤で多忙であった。

注射施行時のマニュアルをもう一度確認する。

情報の伝達確認、カーデックスの整理

日にちの確認と内容を十分確認する。

今回のオーダー入力は１日量で入力したため、投与時間と投与回数から１回量を算出しなければ 指示入力に関するルールを見直し入力方法を統一する。１回分入力を原則とし読み替えや計算し
ならない。看護師は準備のたびに計算しなければならない。 ・1回ずつ分割入力できるが指示入 なくてもすむようにする。 ・コメント入力を活用する。
力方法の統一ルールが無いため、入力が簡単な１日入力で指示が出されることが多い。 ・コメ
ント入力で１回量を入力することも出来るが、コメント入力されていなかった。
カーテンの上が大きな網目状で針に引っかかり易い。
誰が確実に施行するのか明確化されていなかっこと。

ソフトバッグへの変更を依頼する。 点滴のゴム部分から空気針を刺すこととした。
インシュリン施行は患者様の生命を守るものとの認識をさせる と同時に、施行は受け持ちナース
が必ず施行することとした。 どうしても施行できない状況の場合には他のスタッフに依頼する と
ともに確実に施行したかどうかの確認を徹底する。
カート内に中止の内服がまいてあった。昼前ベイスン錠中止であった。
中止であったが定期処方されていたため、薬は出されていた。 医師にてオーダリング上消去して 中止になった場合、すぐに処方上消失してもらう。 定期投薬時再度確認をおこなう
もらうべきであった
カウンセリングより帰室しないため、問い合わせると本日はお休みであった。捜索しているうちに、 不在時、カウンセリングに行かれたと思い込み、確認をしなかった。
離院の可能性のある患者さまに対しては、その都度所在の確認を行う。 本人にも病院を離れる
彼より「本人が病院に帰りたがらない」と連絡あり。 病院より２００ｍ離れた場所で本人を発見し、
時は、必ず職員に告げて頂くよう説明し、理解していただく。
帰院を促すと興奮状態であったが、帰院される。
カウンターで薬の準備をしていた所ぴりぴりと音がしたため訪室するとテープをはがして点滴を自 観察不足
自己抜去のリスクの高い患者であったため､点滴部位の固定などを行う必要があった
己抜去していた
カウンターにおしぼりの箱を置いたところ患者様がそれを持ち上げた。箱の重みに耐え切れず、カ おしぼりのかごは１５Ｋｇぐらいあるものをカウンターに置いてしまった。
体力のない患者様には気配りや観察を特に行う。
ウンターの角に左頬鼻が裂傷。当直Ｄｒに報告、診察を受ける。
カウンター前に患者様が立ち、独語をつぶやき、にやにや笑っている。職員が電話対応中、看室 予想しない行動であった。センターテーブルに書類、ノート類を置くようにすべきであった。
センターテーブルに書類を置くようにする。また、危険物などもカウンターに置かないよう注意を促
内のカウンターテーブルへ手を伸ばし、書類を持っていこうとする。
す。
カコージンＤ６００をシリンジポンプで２ｍｌ／ｈにて点滴中であった。バッテリーアラームがなり、看 残量チェックは定期的に記録されていなかった。残量チェックの目的が十分認識されていなかっ 残量をチェックし、動作状況を確認する。シリンジポンプの使用方法を実践し、評価を受ける。残量
護師がシリンジポンプを交換した。１６：００に残量１１ｍｌであったことが記録されていた。準夜勤務 た。ポンプの動作不良という情報が活かされなかった。／確認が不十分であった。その他の判断 チェック方法を組織的に検討する。.
者は２４時の確認する時点で残量が１０ｍｌであった。日勤の看護師に確認も取らずに、１６時の残 の問題。看護職間の連携不適切。教育・訓練が不十分だった。
量を２１ｍｌと残量を訂正した。準夜勤務者は深夜勤務者にポンプの調子が悪いと伝えていたが、
原因を明確にしていなかった。深夜勤務者はポンプは作動しているし、残量を朝方まであると思
い、確実な残量チェックを行っていなかった。○月８日８時に残量が９ｍｌであると確認した時に外
筒の固定の不備に気付いた。血圧は終日１００ー１１０／７０で安定していた。
ガス（ＥＯＧ）滅菌器のスイッチを入れる際、ガスのカートリッジの新しいのを入れて準備し、電源を 新しいカートリッジを入れたつもりが、空のカートリッジを入れたため。
ガス滅菌器を作動させる場合、マニュアルに沿って確認してから電源を入れる。
入れて帰ったところ、次の朝エラーが出ていた。
かすか音がしたので訪室すると、ベットの上に姿が見えなかったので反対側を見るとベットの下に ・眠剤1錠服用 ・筋力低下に伴うふらつき ・ベットにディスポシーツを敷いてあり、靴下を履いて ・目の届く病室に転室 ・ベットの高さの調節及び工夫 ・眠剤の減量 ・消灯後の足元の明かりつ
座り込んでいた。どうしたのか尋ねるも「分からない」と言う。午前1時30分に見回った時は眠って いて危険であった。 ・被服装着型離床センサを装着していたが電源はオフになっていた。（痴呆 ける。 ・被服装着型離床センサの本体の設置場所の工夫（患者に見えないところなど）
いた。ふらつきながらも自力行動が行えていた。午後9時 眠剤 1錠服用 前回も転落したことが のためかスイッチを触ったおそれあり） ・うつ状態、痴呆症状などあるため説明しても聞き入れて
あるので注意はしていたが、1人で動いてしまった。
もらえなかった。
ガスター１０ｍｇと生食２０ｍｌ静注の所、ガスター２０ｍｇと生食２０ｍｌの静注を施行した。再度オー オーダー表の確認不足
準備、薬液を注射器で引くとき、静注前の確認を確実に行う
ダーを確認した際気づいた。主治医に報告したが２０ｍｇでも良いとのことだった。
ガスター１Ａ＋生食２０ｍｌ静注の指示が1回／日となっているのを まちがって2回／日実施した。 看護師間の情報伝達不足 注射実施の際注射伝票との照合確認不足 注射薬準備状況・環境 注射準備の環境整備 注射準備システムの改善 注射伝票との照合確認を徹底する
が雑然としておりわかり難い
ｶﾞｽﾀｰD10？処方のところ20？と調剤した。鑑査時、他の薬剤師が気付いた。
規格を確認せずそのまま一包化調剤を行った。確認ミスである。
処方箋に記載された文字一つ一つを確認する為、指示し確認を行う。
ガスターＤ２０ｍｇ処方のところ、１０ｍｇを出してしまい、監査でも見逃されて患者に指摘された。 当直明けで頭がボーッとしていた。
人員補充による当直明けの業務軽減が望まれるが、実現困難。
ガスターD2錠／分×朝・夕の処方であったがアサの分をダブッテ処理しアサ分のガスターを２錠 処方箋がバラバラにでていたので、数を合わせていなかった。知識不足
処方されたら、他の薬をつける場合は、処方箋を必ず確認してからつける。
与薬していた。
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3200
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3205
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3207

3208

3209
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3212

3213

3214
3215
3216
3217
3218
3219

3220
3221
3222

具体的内容
ガスターのアンプルを落として割ってしまった。
ガスター静注忘れ。
ガスター朝夕の指示があったが、夕の分を忘れていたことを深夜勤務者から指摘される。

背景・要因
ナースコールが頻回で急いでいたため
うっかりしていた。指示の確認不十分。多忙であった。
カルテにてガスターの項目欄を見落とした。 処方箋の確認をしなかった

改善策
もっと慎重に取り扱う。慌てない。
静注実施の確認を怠らない。ダブルチェックするよう心がける。.
持続点滴処方箋とガスターの処方箋が別となっており、確認できなかった。カルテ確認の不十分。

ガストログラフィン注腸後の骨盤ＣＴの指示があった。普段はない指示だが、直前にロマノを行って
いた為ロマノ時にガストログラフィンを注腸したのだと解釈し、ガストログラフィンを注腸しないまま
撮影した。その後、指示の事を忘れて単純の骨盤ＣＴとして写真を作成した。
ガスリー検査の患者と別の患者のカルテを間違えて準備してしまい、検査をしてしまった。必要外
の検査を行ったことについて家族へ謝罪し本来の検査を再度行った。
ガス分析の検体を医師から受け取った後、エアー抜きするときに力がかかりすぎてキャップと注射
気の接続がはずれ検体（動脈血）が無くなってしまった。
ガタガタと音がしたので駆けつけると患者が転倒している。少量の出血があるため看室に誘導し、
Ｄｒコールする。左耳介後部２ｃｍ裂傷。左前額部膨脹あり。耳介部イソジン消毒後、ゲンタシン塗
布する。ＢＰ１４０／７０mmHg、嘔吐なし。
ガタッという物音にて訪室すると居室トイレ前にて仰向けに倒れているところを発見する。トイレを
すませ、ベットに戻ろうとした際に転倒し、頭部を打撲する。 頭頂部に約３センチ大の血腫を認め
た。意識レベルはクリアであり、血圧１６６ー６４、自覚症状は頭部の打撲痛のみであり、他部位は
認めず。当直医へ報告後、クーリングの指示あり、実施した。
カタボンHiのつながっているメインの輸液の側管より、抗生剤輸液などをつなげてしまった。

指示誤読。

不明な点は伝票の再確認をする。

患者カルテの取扱、確認作業が不適切であった。

検査依頼時にカルテと検査指示の氏名（ID）の確認を正確に行うよう指示。

技術不足。不注意。

空注射器で技術練習を行った。

ガタンと音がしたため訪室。患者は上向きになっていた。ぶつけたところはないかたずねると、
「ちょこっと頭ぶった」と。発赤や腫脹なく、嘔吐もなかった。血圧は１２０代で上昇なし。昼夜逆転
傾向にあり、不穏傾向も見られた。過度に話しかけたり、あまり近くで監視を続けるとイライラが強
くなることがあった為、自室の床に座ってくつろいでるところだった。転んだ現場は見ていないが、
側にあった箸箱がつぶれており、本人の発言からも転んだ様子。
ガタンと音がしたので訪室するとポータブルトイレとベッドの間で尻もちをついている患者を発見す
る ポータブルトイレには便尿排泄済み
カタンと音がして廊下に出てみると、患者様が杖を持ったまま病室前の廊下に座っているのを発
見。トイレに行こうとしてバランスを崩したとのこと。
ガタンと音がする為病室の方を見ると、廊下に置いてある車椅子につかまろうとするも、手がす
べって床に倒れこむ姿を発見。右手背打撲し変色・疼痛あり。トイレに行こうと思ったがふらついて
しまった、と本人より報告有り。車椅子にてトイレに誘導するも自尿なし。自室にて導尿施行し２００
ｍｌ流出あり。全身観察するもその他変色・腫脹・疼痛なし。医師へ上申し様子観察となる｡

観察が必要ではあったが、あまり近くで干渉することで不穏が強くなるため１５分ほど放置してし
まったため。

ベット柵があるが、またいで、ベット外に出てしまった様子。尿意があり、転倒を繰り返している。 その後Ｄｒに、抑制指示を受け、６：３０分まで抑制。抑制は一時的処置として、別の対応も検討す
ポータブルトイレの設置を行っているが、患者は、トイレでの排尿を強く要求している。観察が不十 る。
分だった。
普段から夜間は自己にてトイレへ行っているが、９６歳と高齢であること、寝起きであることなどか ＳーＳ前にて夜間は対応し、観察を行っていく。
ら、転倒の可能性は十分あり得ると思われる。

カタボンHiやメインのルートに輸液ポンプが使用されており、側管から別の輸液をつなげることで、 本患者にはもう１本ルートがあり使用可能であった。今輸液は何が入っているのか、その輸液の
流量がかわり循環動態に影響するという知識が甘かった。
流量が変わることで患者の状態にどのように影響されるのかということを考え、至急でない場合に
は、他看護師（同チーム）にどのように施行しているのか確認するようにしていく。
カタボンにドブトレックスを混入したものを投与されている患者。本人用がなく常備から更新分を使 カタボンはそのまま使うことが多いため思い込みがあったのではないか。
翌日からのプリントされている点滴のカーデックスにはきちんと記載してあったため再度確認を徹
用。更新時にドブトレックスを混入しておらず１本投与し終わった後で常備薬からドブトレックスが
底する。
減っておらず混入していないことに気付いた。すぐに主治医に報告した。患者のバイタル変動はな
かった。
カタボン点滴施行中の患者で、左人工骨頭の創部が一部開き、背中一面に流れるほど多量に膿 忙しかったこと。緊張していたこともある。 寝衣交換時に点滴チューブをはなし、つないだ後、クラ 処置が終った後のルートの確認の徹底すること。
血性の浸出液があるのを発見。そのため看護師３人で清拭、寝衣交換、包帯交換を行い、退室し ンプを開くのを忘れてしまった。多量の膿血の浸出液にあわててしまい、最後の確認ができなかっ
た。 その後、準夜の看護師が訪室、血圧下降しており、カタボンの点滴がクランプされているの た。
に気付いた。患者のほかの状態には変化なく、カタボンを調整し、血圧上昇。
ガタンという音がし、病室に行くと患者がしりもちをついた状態で座っていた。声かけすると、お尻と 以前より歩行不安定であり、落ち着きなく、注意観察が必要であった。
転倒リスク患者として、注意を払っていく。
頭を打ったとのこと。右後頭部発赤・腫脹あり。触れると痛いとの事。右ひじに５ｍｍ×５ｍｍ程度
の表皮剥離あり。意識明瞭。自床に誘導する。ふらつき軽度。ＢＰ１３２／８４。Ｐ６８回／分。Ｄｒ報
告、様子観察の指示あり。
ガタンという音によりナースステーションにいた看護助手が訪室。ベッド柵に上半身のり出し、床頭 患者は不穏行動があった。
離床センサーを設置。 ベッドからマットレスに変更
台に頭をつけている所を発見したと報告を受ける。何をしようとしたのか問うがつじつま合わない。
少し静かな環境で、四六時中の干渉のない環境を整えるため閉鎖病棟に転棟となった。

前回の排泄介助で離床センサーマットをＯＦＦにたままであった 離床センサーが稼動すれば未然 環境整備 離床センサーONの徹底
に防止できたと思われる
現在監視が必要なレベルの患者様であり、必要時にはナースコールをするように指導を工夫する 指導の工夫。
べきだった。
ナースコールは枕元に設置されていた。 廊下に車椅子が置いてあり、それにつかまろうとして手 今後は患者の睡眠導入剤の内服状況を把握すること、また、高齢の患者様の排尿パターンを把
がすべり転倒してしまった。車椅子の位置が適切ではなかった。夜勤看護師はラウンドや書類整 握し、先々に排尿の促しをしていく。今まで以上の頻回な訪室を行なう、病室・廊下の環境整備を
理の為カウンター内に居り、ヘルパーは転倒の危険性のある患者様の見守りの為カウンター前に 行なう。 自宅で転倒歴がある患者様の眠剤の投与の有無、内容の吟味を慎重に行なうべき
いた。しかし、前日、同室の患者様が転倒しているため、頻回な訪室をしていた。 前夜勤でも同 だった。また、最近の尿閉など症状の変化がありそのことによる精神面も不安定になる事は、予測
室の患者様が転倒しており、また他の部屋にも転倒の危険性のある患者様が居り、ヘルパーとも できた。安全に生活をおくっていける為の観察ポイントの整理を強化していきたい。 レポートの
連携を取り頻回に訪室していた。睡眠導入剤2種類内服していることも知っていたが、服用開始後 分析・対策は完全に近い程、的を得ています。でもその通りにならないのが現状です。睡眠薬・排
3日目であり、これほどまでにふらつきが強いと思っておらず、転倒を予測していなかった。全ての 泄・環境整備等、懸命に やっているのに・・・どうして転倒してしまうの？と悲鳴が聞こえるようで
患者様に転倒のリスクがあることを予測せずに業務にあたっていた、という甘さから起きた事故で す。転倒防止！
あった。 "
ガタンと大きな音がしたため訪室すると、ベッドサイドの床と本人と尿まみれになって坐っている。 もっと頻回に訪室すべきであった。
昼間は問題なく生活できていても、夜間は病状により体動が困難になる可能性があるため、充分
自分１人で排尿した結果転落した様子。全身状態、ＶＳ、レベルチェック後すぐに当直師長に連絡
な観察を実施するよう指導した。
する。医師にもすぐ診察してもらい、様子観察となった。
ガチャンと音がし、処置室に訪室すると患者様が腹臥位になって倒れていた。「おしっ出てしまう 入院当日の夜であり、酸素、点滴中で環境の違いに興奮してしまったのではないか。
高齢で入院にという環境に適応できないことがあることを念頭において、巡視に伺う。 常夜灯を
どこに入れられてしまったか わけがわからなくなってしまった」と興奮していた。ベッドに移乗し排
点灯させておくことが必要だと思う。
泄介助をし、再びベッドで休まれた。
ガチャンと何かが落ちる音がして病室へ行くと右片麻痺の歩行障害のある患者が床頭台を背にし リハビリに行こうと車イスに移ろうとしたと話されたが、靴を装着せず、靴下のみであった。車イス 靴下は滑るので靴を装着してから移動するように指導する。移動時はコールを押してもらうよう指
て座り込んでいた。下には牛乳瓶の破片と牛乳が飛び散っていた。牛乳瓶による外傷や疼痛の訴 はブレーキがかけられていた。
導し、見守る。
えは無かった。
カット食の患者の食事介助時、副食が常菜のままきていた。
食札を確認せず又ダブル確認も行わなかった。
上記実施。
カッペ使用中、体重測定後体重計から降りようとして、体重計が動き転倒。左側頭部打撲。
危険予知ができていなかった。
体重測定するときは、声かけてもらい、援助する。
カテーテル患者を受けもっているナースの業務が他の業務と重なった為、別のナースにカテーテ 依頼をする時に、指示・時間を伝えていなかった。周りが忙しくしている中で、急に頼まれた事で焦 思い込みで行動しない。コミニュケーションを図り連携をスムーズに行う。
ル室へ出棟を依頼した。頼まれたナースはそのまま確認せず移送させ、カテーテルナースに入室 りが生じ出棟時間だと思い込んだ。
時間が早いとの指摘を受けた。
カテーテル後、ベッド上安静中、末梢静脈留置ラインを、自己抜去されていた。
説明しても、病識が低かったと思われる。
個別性を配慮しての説明を検討し、理解力が低い場合は十分観察も行うよう計画を立てる。
カテーテル後安静時間を守れず、歩行してしまった。
病識の理解が不十分であった。 自分の思い通りの行動をする傾向があった。 排泄の欲求が強 個別性を配慮しての説明を検討し、理解力が低い場合は十分観察も行うよう計画を立てる。
かった。
カテーテル透析の患者様であり、透析終了後、ブラッドアクセスカテーテルに、二プロ製品のイン ・ＴＰＮラインと、（ＩＶＨカテーテル側に接続している）インジェクションプラグが真っ直ぐに接続され ・金属針で接続するタイプであるＴＰＮラインの使用を止め、金属針を使用しないタイプのルートに
ジェクションプラグの新しいものに交換してからＩＶＨを接続しようとした。まず、交換予定の古いイン ていなかった。
変更する。
ジェクションプラグから二プロ製品のＴＰＮラインはずした。この時、ＴＰＮライン側の針がインジェク
ションプラグ側に刺さったまま抜けてしまった。
カテーテル抜去時、用手的に数分圧迫し、止血確認後テープによる圧迫を行った。
止血後の観察が不十分であった。
心拍出量に対し輸血投与中であったが、輸血量を増量した。
カテーテル目的で入院した患者で、腎機能が悪く検査前から点滴を行っていたが検査当日早朝、 変更時間の少し前までは、覚えていたがその後業務が重なり、忘れてしまった。カテーテル室に行 自分なりの分かりやすいタイムスケジュールのメモを作成したり等、工夫し忘れないようにする。業
点滴速度変更が医師より出されたが、速度変更を忘れ、カテーテル室へ出棟した
く前の最終確認が出来ていない為、点滴速度のミスに気づけなかった。
務終了前の最終確認を忘れずに行う。
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具体的内容
カテコラミンをシリンジポンプ注入していたが、三方活栓接続部が外れて逆血していた。早期に発
見し事なきを得た。
カテ検査予約中の患者が緊急入院された。 その結果、退院時には緊急入院前に予約されてい
たカテ検査は取り消しとなっていた。
ガナトン３錠／分３の処方を２８錠／分３でオーダーした
カナマイシンcap2capを1capで調剤した。
カニューレのカフが損傷していた
かぶがよく煮えていなかったが、検食でもう少し早く気付いていたらよかった。気付いたのが遅
かったので、給食が提供される時間を大幅に遅らせてしまった。
カマ19日分を21日分で調剤
カマグ3.0×ｎが、カマグ2.0×朝・夕と減量になったところを、カマグ2.0 3×で渡してしまった。その
後、看護師が 分2が分3になっていると思い、昼分を除いて投薬。

背景・要因
現場での技術チェック

カテ中止連絡を受けた後、本来関連する書類の一式の変更が必要だったが、誤って一部失念し
てしまった。
処方医の勘違い
急いでいたので分包依頼書をよく確認しなかった。
製造または、取り扱い中に破損の可能性
検食をする時間が配膳時前になってしまったため。

チェック表を作成し一連資料の修正の徹底を図る ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸを行なう

持参薬の再調剤で一束調剤（2日分抜いたものをはずした）注意力不足
処方変更届と患者の薬を持って来られた。その時、TEL入り応対。応対中、看護師が気をきかせ、
薬を準備。看護師が急いでいたようだったので、薬のチェックある時、カマグのグラム数のみの確
認となってしまった。
カマグの処方が前日夕よりきれていたが、処方箋が捨てられており、与薬箱に入ってないことに疑 手順通りに処方箋を取り扱っていない。（次の確認をせずに捨ててしまっていた） 残薬の確認を
問を感じなかった。医師よりカマグが処方され、初めて上記の状況に気付き与薬していなかったこ 行い早めに指示を受けておく。
とがわかった。
カマグの増量の指示が出たため1日分を配薬した。が、前日まで配薬していたカマグを引き上げな 指示が出た時点で新しい指示か追加指示か、指示変更か確認できていない。 患者への説明不
かったため過剰に内服してしまった。
足 変更時のルールが決められてない 薬剤の関与がない
カマグ分３処方あり、与薬車準備の時に夕に入ってなく、朝に２包入っているのを、準夜ＮｓがＷ 昼の空き時間に薬の準備をした。Ｎｓの休憩交代の時間で人の動きが多かった。不必要に何回も
チェックで発見した。
確認した。
ガムテープを用いて固定してあったベッド柵を患者が外して、患者が床に座っていた。転落したか 患者自身の行動
どうかについては不明。発見時の様子では、安全に降りた模様。
かゆみがあり、皮膚を自分で掻いていた。末梢点滴を抜いてしまっているのを家族が発見した。 観察不足
ガリウムシンチと書いてあった為、浣腸したが、本日は、注射の日だった。
見間違え、注意不足
ガリウムシンチのため病棟で右前腕にルート確保を行い、ＲＩ室へ行った。ＲＩ室で、ルートよりＴＬを 初めて行う検査であり、ルート内にＴＬが残っていると、正しい検査結果が出ないと言うことを理解
ｉｖする際、ヘパ生で逆血、腫脹等の確認を行い、ＴＬをｉｖ。その後ルート内に残っているＴＬを静脈 はしていたが、認識が浅く実施せずに抜針してしまった。
内へ注入しなくてはいけないところ、ヘパ生を注入しなかったため、ＴＬがルート内に残り予定量が
体内へ注入されなかった。
ガリウムシンチの検査で、検査前処置の当日行う浣腸の指示を間違って前日施行してしまった。 リーダーの指示がメンバーに伝達する過程で、不十分な内容であり、前処置をして下さいという申
し送りだった。受けたナースは、口頭での申し送りだけで思い込みをし、指示票を確認しなかった。
ガリウムシンチの検査撮影を行うが、極微量の薬剤しか体内に残っておらず撮影は不能であっ
た。
カリウム上昇のためＰＩｶﾃｰﾃﾙ挿入後側管より、ＧＩ療法の開始指示あったので作成後ルートをつ
なぎ開始した。 次の勤務者のより本来ＧＩ療法によるインシュリン使用はフィルターの使用は禁忌
となっており、発見時すぐフィルターをはずし、患者側に一番近い部分より注入が開始された。
ルートがそのままになっていれば、カリウム上昇により状態が悪化する可能性があった。
カリウム補正の補正濃度量の指示受けミス。
カルテ・指示箋と実際に施行されていた点滴が違うことに気付き、報告があった。患者への影響は
特になかった。
カルテが所定の場所になかった。事務員と共に探したが見つからず２号紙で診察を受けてもらっ
た。カルテは予診の部屋の本立てから見つかった。
カルテが診察から返ってきて計算をする時に薬を７日分出す指示をコンピューターの入力ミスで１
日分にしてしまった。
カルテと人が違っていた。
カルテと注射箋を机に置いたままにし、患者さんを処置へ呼び スミフェロン（300Ｕ）を筋注するも
別の看護師がまだ準備してないと 思いスミフェロン（300Ｕ）を準備してしまう。
カルデナリン（２ｍｇ）１錠の指示が、（１ｍｇ）１錠で入力してしまい、処方された。
カルデナリン半錠づつ朝夕の処方に対し、薬剤部より１錠ずつの処方で病室にきた。 病棟看護
師が薬袋の表記を確認せず１錠づつ与薬し、患者はふらつき後転倒した。 車いすで病室に戻り
臥床させ、バイタルサイン測定し安静にした。
カルテに鉛筆でa-ABR希望ありとあいてあり、伝票も作成してあったため、a-ABRの申し込みを検
査室に送り採血をした。しかし、翌日退院のため外来カルテも確認したとこと、親の書いたa-ABR
申し込み用紙に『a-ABR希望しない』と記載されているのに気がついた。a-ABRは自費のため気づ
かないければ入院費に両親が余計なお金を払うことが推定された。
カルテに持続点滴指示が本日から加注分のネオファーゲンが止めになっていた 伝票はネオ
ファーゲンと記載があり数量のところに記入はなかった しかし薬局からネオファーゲンのところの
数量と線がありませんが上げておきましたとのメモと一緒にネオファーゲンが上がってきた
カルテに次回採血の指示があり、患者様の採血が済み、カルテから検査伝票へ指示を移す段階
で「成人病セットＨＤＡＩＣ」の 指示が漏れてしまったこと。 診察時、採血時でも漏れている事に気
付かず数日後の医事課での レセプト施行時に漏れていたことを発見したこと。
カルテの記載では、オキシコンチン４Ｔ＊？ 麻薬処方箋ではオキシコンチン２Ｔ＊？ となってお
り調剤時に判り確認した
カルテの指示はソリタT1とあり、確認し実施。しかし、オーダリング上はソリタT3となっており、夕方
薬局から上がってきた薬品をみて気づく。医師に確認したところ、カルテ記載の指示が正しく、オー
ダリングミスであった。患者には間違ったことは実施されなかった。
カルテの氏名の間違い
カルテの重複登録
カルテの出し間違い。
カルテの出し間違い。
カルテポケットの中にアダラート錠の処方箋が入っていたが分一朝後と思い込む 準夜ナースが
カルテ整理時に朝夕と気付く
カルテより処置のチェックをする際次回検査だけをチェックし当日の皮下注射の指示を見落とし
た。 他の方の注射処方箋をとった時に注射処方箋が残っているのに気がつきカルテを見直し、
指示受けの漏れがあったことに気がつく。主治医に報告し、患者様宅へ連絡をし、皮下注射施行
のために再度来院していただくように説明を行った。
カルテを出し間違った。

改善策

接続部の固定が甘かった。

ありえない処方量にはワーニングをかける
分包依頼書を再確認してから監査に回す。
業者に確認 カフエアーのチェック強化
検食をし、早く気付くようにする。
持参薬調剤依頼書と処方薬を再度確認してから監査へ
看護師が急いでいても、緊急を要する場合でない限りは待たせて、落ち着いて鑑査をする。
シグナルの活用方法について各チームで話し合い全体で話し合う。 受け持ち、その日の受け持
ちは指示受けを確実に行う
ナイフ客の薬剤師の関与
薬準備時間帯を病棟が落ち着いた時間に行う。
観察を密にしていく
テープの固定の工夫 ひふのかゆみの軽減
確認を、きちんとする。
ＴＬなどの検査では、ルート内にＴＬが残ってしまい、予定量が注入されないと正しい検査結果が出
ないということを認識し、検査時に持参するヘパ生の量も２０ｍｌ必要か１０ｍｌ必要かなど、きちん
と考えて行動していくようにする。
検査に関する内容（処置や前投薬）を確認理解し、指示については医師の指示票を見て施行す
る。

ガリウム造影剤注時にルート内にある薬剤をフラッシュせずに抜針してしまったため、ガリウムは 注意事項として張り紙 を用意し掲示すること。
ルート内にとどまったままであった。
薬剤使用上の中が足らなかった。 ＧＩ療法時にフィルター使用禁忌であることを知らなかった。
薬剤を混注する上での注意事項をマニュアルで確認をする。 どんな薬剤に対して、特別なルート
看護師間での確認を行わなかった。
の扱いが必要であるか、いつ見ても分かるように表示をしておく。
慌てて十分な確認と、判断を怠った。
薬剤の確実な知識を身につける。
外来での点滴施行時の手順がはっきり決まっていない。 指示箋をベッドサイドまで持っていき確 指示箋への転記をやめ、カルテの医師の指示で最後まで確認をし、施行者はサインをする。 外
認をしていない。
来での点滴・注射手順を作成。
カルテ返却忘れ
予診室のカルテ置き場所に篭を起きそこに入れるようにした
観察の不足、薬剤師との連携不足

薬剤師と連携し確認をとってもらう様に次回より改善する。

内科Ａ診の5番、内科Ｂ診の5番が違い、違う人のカルテに記載していた。
カルテに施行印のサインをしておらず、注射箋の施行済みの 所定な場所への保管。確実な保
管。
入力ミス。確認不足。
薬剤部で医師の指示（処方）通り調剤しなかった。 看護師が薬歴情報を確認したが間違えた。

カルテと患者を確認する。
注射の施行前には、一人の人が確実に3回確認し施行後は速やかに 上記の事を行う。
確認の徹底。
薬歴情報を確実に確認する。 薬袋の表記を確認する。

確認が不十分であった。 指示書のみの確認で伝票を作成してしまい、基本である外来誌での確 a-ABRの採血を行うときは必ず外来誌申込用紙を確認してから検査室に行く。 伝票にa-ABRを
認を怠ってしまった。 指示をひろった看護師と違う看護師が伝票の作成を行った。
起こすときに、外来誌で申し込み書を確認する。 伝票が生理検査室に提出されている場合は朝
の情報収集を行った時点でa-ABR申し込み書を確認する。 ダブルチェックの基本を忘れない。
点滴当番がカルテを確認せずネオファーゲンも加注分として準備した 深夜のカルテ整理の時に 本日分より新しい伝票のためネオファーゲン不要なら伝票に記載しない 止めの指示を受けた
気付き施注前だったため未然に防げた
ナースが伝票のところの薬剤名を消す メモがついているので点滴当番はもう一度カルテで確認
する必要がある 薬局側も確認する必要がある
予診時、内科予約の患者様と一般の患者様とが混み合っていた ため、他の看護師へ伝票を依 カルテと伝票とは一緒の回付することとする及び申し送りを 正確に実施すること。
頼した段階で伝票の記入を途中で 渡してしまったこと及び採血の際、伝票だけを処置室に回付
したためチェックすることができなかったこと。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
カルテ処方箋のダブルチェックで未然に防いだ
実施入力をする際にソリタT3になっていることに気づかなかった。確認していなかった。

実施入力をする時も声に出して、指示内容を確認する。

チェックの仕組みの問題点
チェックの仕組みの問題点
多忙だったため、ID番号の確認を怠った事。同姓同名の患者だった点。
慌てていて確認が不十分であった。
思い込みにより確認しなかった

ダブルチェック等方法検討
１科１カルテなので、チェックを徹底する 又は、１人１カルテにする等検討
カルテを出す際には、名前だけでなく、ID番号を見て必ず確認すること。
忙しい中でも落ち着いて作成したカルテを再度確認する。
必ずカルテより確認する意識付けをしていく

２つの診察を担当していて忙しい状況であった。 腎臓内科の次回検査はほぼ全患者様にあるた 落ち着いてカルテをチェックするように心がける。 医師へ記入方法を統一してもらうよう働きかけ
め、注意していたが、皮下注射は注意する意識が乏しかった。 同科のほかの医師の皮下注射指 る。
示は赤い印であることや、医師の記入順(内服・注射・検査）に統一制がないことが見落とす要因
があると思われる。
同時に二つの仕事をしようとした。
一つ一つ確実に仕事をすること。
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具体的内容
カルテを出す際に同姓同名の患者と間違って他の方のカルテを出してしまった。患者様の指摘に
より気付いた。
カルテ庫に当該患者のカルテが無く、心あたりの場所を探したが見つからなかった。他業務と重な
り，その作業を中断してしまった。作業再開時に受け付け票がなかったので、カルテが診察室にま
わっていったと思いこみ確認せずにそのままにした。カルテがまだ見つからないままで診察までに
かなり待たせてしまった。
カルテ作成時、二重登録。救急車にて来院家族により受付。受付時患者生年月日の記載間違い
により登録された。保険証等なし。後日保険証の提出により、生年月日の間違いの確認。
カルテ指示のインスリン変更の指示を見落とし、３日間気づかなかった。

背景・要因
同姓同名はいないだろうという思い込みがあった。

改善策
同姓同名のカルテには注意のラベルを貼ることとした。診察券とカルテの確認をきちんとする。

所定の場所にカルテなく、所在も不明。 業務中断し再開時に責任をもって行わなかった．

カルテをカルテ庫から持ち出す際はアリバイカードを作成し、所在を明らかにする。 自分がしてい
る事は最後まで責任をもって行う。

登録手順が守られていなく、救急車にて来院、休日の為、重複チェックもなかった。

患者登録の手順の徹底。重複チェックの徹底

カルテの指示受けの際、指示を見落としていた。どの勤務帯に置いても、カルテ指示の確認が抜
けていた。
カルテ上の処方記載は、パキシル（２０）だが、処方せん上はパキシル（１０）で処方発行された。 処方医、カルテ記載と処方プレ印字をよく確認せず署名している。処方監査の薬剤師のチェックも
通過、処方入力時の入力ミスの可能性がある。
カルテ整理中に定期薬のペルサンチン２錠分二１１月２０日開始と指示表に記載あるが処方箋は 指示受け間違い
指示受け看護師が１１月１７日スタートと追記してしまったため準夜看護師が与薬してしまった
カルテ定期の内服記入する際見間違えてチラージンをディージンと記入してしまった。 内服はチ 見落とし見間違え 観察不足
ラージンが間違えなく投与されていた為患者様には間違えはしなかった。
カルナクリンの内服を毎食後１錠ずつ内服の指示であったが、朝食後の３錠内服させてしまった。 内服させた看護師が十分に処方箋の確認を行わなかった。 内服薬をセットした看護師がまず、３
医師へ報告する。その後様子観察となるも患者様に特に異常は見られなかった。
錠/回と勘違いし内服薬をセットしてしまった。 ３錠セットしてあったため、内服させた看護師は１
錠ではなく３錠だと思い込んでしまった。
カルバンをガナトンを調剤した。
薬剤自動分包機に薬品を補充する際カルバンのところにガナトンを補充してしまった。調剤監査
の際も見落としていたのでそのまま患者にわたった。
カルベニン０．５ｇ＋ＮＳ１００ｍｌ ×１ のところ、夜勤看護師は×２ と思い込み、一本出しのＢＯ 注射箋の確認不足 準備サイン欄への字の大きさによるルールが守られていない
Ｘにはいっていないので在庫から取り出し準備，施行した。×１の場合は準備サイン欄のところに
大きな字でサインをすることになっていたが、×２ の場合ぐらい小さな字でサインしたあったの
で、それに引きずられた。
カルベニン0．5ｇ×２びんのところ１びんしか投与せず。
確認行為が不十分。
カルベニン0.5ｇを２バイアルミキシングしなくてはいけなかったが、1バイアルしかミキシングしな
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
かった。準夜の看護師が点滴準備時に、１バイアル残っていることに気づいた。準備時にグラム数
とバイアルの確認を行っていなかった。
カルベニン１ｇの抗生剤の指示あり、カルテも注射箋も１ｇとなっていたが指示受けた看護師は０． 薬剤情報の十分な知識、業務確認
５ｇとカーデックス、点板に記載した。薬剤部から上がってきたのも０．５ｇだったのでそのまま施行
を続け指示が切れたのでまた医師に伝票を記入して薬剤部にいくと１ｇは２Ｖだと指摘あり、医師
ははじめから０．５ｇのつもりであった。投与量は間違いがなかった。
カルベニン1パックの処方のところ1ｇで調剤。病棟より指示が違うと連絡あり判明。Ｐｔへの影響は 1pの記載が1gの表記に見えたため、1gとして調剤。記入者の字がどのようにも見えるため手書き
特になし。
はていねいでないと間違えやすい。
カロナール錠 の処方で「１錠５回分」とするところを「５錠１回分」とオーダーした。
単純な勘違いと思われる。
カロリールゼリー３個分３の処方のところ、アーガメイトゼリーを調剤。調剤監査でも見過ごしてし 容器が似ていることと、アーガメイトゼリーの方がよく使用されるため、そちらに意識がいってし
まった。患者は１個服用したが、いつもと違うことに気付き連絡がきた。患者に影響は見られな
まったようだ。配置的には離れている。
かった。
カンガルーーポンプを使用し、腸ろうからインパクトを注入していたが、電源が入っていなかったた バッテリー残量が分からない。電源が入っているか、確認チェックがなかった。
め、バッテリーが切れ注入がとまっていた。すぐに、電源を入れ注入を再開した。腸ろうは閉塞して
いなかった。
ガンマナイフ治療の際に行うフレーム装着は，4本のスクリューを用いて，スクリューの先端が頭蓋 （１）ピン固定時，ピンの浅部が開頭窓辺縁付近の頭蓋骨と抵触した抵抗を，取り付けるつもりで
骨表面近くに達した時の抵抗を生ずる位置まで挿入し固定を行うが，本症例では内1本が開頭手 あった頭蓋骨表面に到達した抵抗と誤認した。（２）スクリュー固定時に充分な位置確認を怠った。
術の際生じた開頭窓の辺縁付近の頭蓋骨と接触したものを頭蓋骨表面に達したものと誤認したた
め，スクリューの一部が小脳まで達してしまった。治療終了後，ピン抜去の際の出血が通常より多
かったため，MRIにて確認したところ判明。スクリュー先端部の小脳は，もともとの疾患の影響によ
り委縮していたため，患者様への影響はみられなかった。
キーオン麻酔器始業点検中に、リークテスト不能で業者へ修理依頼。その際、ソーダライムよりア 業者より搬送中のソーダライムが高温になり、化学反応を起こした。
ンモニア臭（強刺激臭）があった。ソーダライム輸入元アムコ医科に問い合わせたところ、製造番
号が同じケースで他の病院でも苦情があったことが判明。 トラックで業者より当院へ搬送中、ソー
ダライムが高温（４０度）で化学反応を起こしたとのこと。
きざみ食に「豚まんの底の紙」が混入していた。 食事前に看護師さんが見つけてくれた。（３人
さぎみ作業時の注意力が不足していた。
分）
きざみ食の人に追加でリーナレン1.0 2本とリーナレン3.5を1本を配膳するところを各1本ずつしか コメントや特別指示を確認しなかった。
配膳しなかった。病棟より連絡があり不足分を配膳した。
キシロカインゼリー９０ｍｌのところを９０本とオーダーした
オーダリングの単位の
きのこの食事を出してはいけない人にきのこ入りの鶏しんじょをつけてしまった。
献立表にきのこ禁止は他のものをつけると書いておくべきだった。加工品だったので中身まで
チェックすべきだった。
ギプスカットの日でないのに、予定の１週間前にギプスをカットしてしまった。
カルテ記載のカット日を確認しなかった。
ギプスの一部修理の指示が出た際に聞き間違いをして、実際とは違う部分をカットしてしまった。 労働体制の問題
夜間はギプスシャレ―のみ（昼はサポーターのみ）となり、患者様に説明したが理解されていな
かった。 ギプスは再修理し、シャレーとサポーターの着用時間を再説明し、納得してくれた。
ギプス固定中、下剤の服用後午前中に排便多量にあったが、午後ベッドサイドに座っていた。便 便秘時の継続指示の出し方。
失禁多量にあった。
ギャッジベッドを下げる際、ベッドの柵に挟まり三方活栓が外れ、血液逆流があった。
チューブラインに気づかずギャッジベッドを下げた
ギランバレー症候群の疑いの患者様。意識レベルＪＣＯで１？２。同室の患者様のご家族より連絡 体位変換に回っていた時に自分で柵を降ろす行為が見られたが、情報がスタッフに共有されてい
受け駆けつけると、左ベッドサイドの床に腹臥位になっている。点滴ボトルの接続部よりＩＶＨのセッ なかったため、当事者はベッド柵を降ろしたりしないと思っていた。 柵を乗り越えるまでの動きが
トがはずれている。ベッド柵の左側が下げられていた。主治医に連絡するとバイタルに変化なけれ 見られないため、転倒を予測していなかった。 転倒のアセスメントと標準計画は使用されていた
ば経過をみるように指示される。バイタルサインに変化なし。来棟していた医師が診察するが異常 が、個別の計画が不足していた。 セデーションが中途半端だった。 日中覚醒し、夜間睡眠する
認めず、経過観察となる。ＩＶＨのセットを交換した後、滴下良好だった。
という生活への援助が不足していた。 マンパワーが不足していた。
クスリの減量指示の処方箋が薬局に回ってこず前のままで調剤
指示受けもれ
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指示受けをどこからどこまで受けたかをはっきりするためカッコ付けでサインする。 カルテと血糖
板を見ながら申し送る。 深夜でカルテ指示を必ず確認する。
オーダリング導入を視野にいれて、処方記入→監査→発行のシステムについて再考。
カルテと処方箋をきちんと照合する
何度も確認して内服を記入し、患者様に投与する際も再度確認し間違いのないようにしたい。
処方箋での確認を患者様の名前だけでなく、日付・内服量・内服時間なども確認することを徹底す
る。 １包化が出来る器械を導入予定であるため、内服薬を薬袋から出さずにセットする方法へ変
更していく予定
薬剤自動分包機に補充する際ダブルチェックする。監査は一包一包薬剤を確認する。
注射業務のマニュアル遵守を指導

注射溶解時、施行準備、患者に施行時確認をしっかりする。注射箋に２びんを赤丸をつける。
・注射伝票と薬品の用量確認を確実に行う。点滴施行時伝票と残っているボトルやアンプル数が
合うかチェックする。
思い込みで指示受けせず、おかしいと思ったらその場で医師に確認する。

・1日用量の再確認する（上限など） ・まぎらわしいと感じたら問い合わせするようにする。 ・オー
ダーリングで処方が印字されてくれば見やすくなると思う。
オーダーリング上でチェックする。
注意を喚起することとし、具体的対策については検討中。
ポンプ使用時の注意を確認する。
（１）開頭術の既往があったら，頭部単純X線写真等により開頭された部位を充分に把握する。
（２）挿入するスクリューの進路を肉眼及び触診で確認し，開頭窓や縫合部近傍に当たらないよう
に注意を払う（３）スクリューの先端が頭蓋骨表面に達するべき深度を挿入前に把握しておき，明
らかに異常な深度まで挿入を行わないようにする。（４）可及的注意を払っても，スクリュー挿入部
が開頭窓を完全に避けるのが困難な場合は，無理に挿入せず残りの3本で固定する。（５）挿入さ
れたスクリューの先端の位置を治療計画用のMRI/CT画像上で必ず確認する。
患者の生命に危険を及ぼす直結した麻酔器周辺の管理は、さらに神経をはってみていきたい。異
様な臭いなど五感を働かせて原因を追究する。業者へも使用中止などの情報も早急に伝達しても
らうよう依頼する。
各作業時に細心の注意が大切である。
コメントや特別指示を読んで確認する。
あり得ない処方量の時にはワーニングをかける
加工品は中身もチェックする。献立表にも記入する。
ギプス自体にカット日を記載することにした。
聞き間違いがないよう、復唱するなどして確認する。 患者様に説明する時は納得しているか、確
認するようにする。
排便のコントロールには浣腸をすることに主治医とカンファレンスした。
ベッドをギャッジアップ・ダウンするときは、チューブラインの有無、位置に十分注意する。
医師と看護師が協働して、入院時から転倒防止に取り組む。 医師はセデーションを夜間のみ強
化し、睡眠と覚醒のパターンを整える。 医師が日中付き添い、看護師と共に車椅子に移動したり
して覚醒の程度を確認する。
病棟でのチェック

3290

3291

3292

3293

3294

3295

3296

3297

3298

3299
3300
3301
3302

3303

3304
3305
3306
3307

3308

3309

3310

3311

具体的内容
背景・要因
改善策
グッドミン１Ｔ 夜間、ポータブルトイレで排尿後、「持って」と言って急に立ち上がった患者様の動き 認知障害に加え眠剤服用していた。
患者は、睡眠導入剤を服用され、足元のふらつき、言語明瞭度が通常より低下している状態を認
と、そばに居たが、その言葉がうまく聞き取れなかったために、介助者が支えるタイミングが遅れ
識し、排泄動作が終了するまで、目を離さず、突発的な動きにも対処できるようにしていたら、事故
てしまい、先に立ち上がった患者のバランスが崩れ、前のめりに転倒しそうになり、ポータブルトイ
は防止できていたと考える。 当事者間にインシデントとしての認識が足りなかったため、事故発
レの前に置いてあったパイプ椅子の縁で鼻根部を打撲した。通常、立ち上がった際、介助者が手
生から家族への報告が一日遅れとなってしまった。些細な出来事も的確に判断し、対応していか
を添えると、患者が手すりから手を離しズボンの上げ下ろしをするよう訓練がなされていたが、支
なければならないということを病棟職員全員が再認識できるよう話し合いを行なった。又、一人一
えられる前にズボンの上げ下ろしをしようと手を離したことが事故につながった。 キーパーソンに
人の患者の特性を十分に理解し、患者から目を離さない介護を行なっていくことを全員に周知徹
経緯報告。以後の予防策について病棟の考えを話し、注意して介護していくことを理解していただ
底し、申し合わせた。
いた。「性急な面と、失調があるので、理解はしています。」との返事を得る。
クベースの交換を行った後に、電源を入れ忘れたために、クベース内室温が通常の３０℃から２ １．勤務の引継ぎ時の確認行為が不十分（形式的になっている）。２．電源の入れ忘れ、室温低下 １．確認行為の再徹底（指さし、声だし確認を含め）。２．ハード面の改善を業者へ要望：電源の入
７．５℃に低下した。その結果患者の体温が３６℃まで下降してしまった。勤務を終えて自宅に戻っ に対するアラーム機構の欠如（ハードの問題）３．クベース交換時、その他の輸液ポンプ等の確認 れ忘れ、室温低下に対するアラーム機能の設置、現クベースのアラーム機能の再確認。３．ク
てから電源の入れ忘れに気がついて、病棟に連絡し、電源の入れ忘れだった事に、その時点での もあるので、各機器の指さしチェックが必要。
ベース交換時は一時的に体温プローベを使用する
受持ち看護師も気がついた。
クベースの窓を開け、ミルクを注入しようとしたところＮＧーＴが抜けているのを発見した。ＮＧーＴ クベースの窓から処置時に何かに引っ掛かり抜け落ちたと思われる。 固定が不十分であった。 テープ固定をしっかり行う。 チューブの位置にも注意する。 処置時などに引っかけないようにす
はクベース台の下に落下していた。
る。
くも膜下出血で○/24ｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ手術。脳糟ﾄﾞﾚｰﾝ挿入されるが、自力座位のためﾊｽﾞﾚあり、ｽﾊﾟｲﾅﾙ 身体の湿診による痒みに対して、内服薬は投与されているが、保清ケアが不足している。
術後のﾄﾞﾚｰﾝﾁｭｰﾌﾞの管理を主治医と検討する。
湿診の痒みに対する保清（朝・夕）
ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ中であった。ﾄﾞﾚｰﾝを抜きましたとのｺｰﾙあり訪室。ｽﾊﾟｲﾅﾙﾄﾞﾚｰﾝを頸部の後ろで引っ張り
など。
切断されていた。背中が痒かったとのこと。医師に報告し残りのﾁｭｰﾌﾞを抜去となり、翌月○／11
頭部CTの結果で挿入するか否かの予定となる。
くも膜下出血で緊急入院の患者。患者が手術中に術後の部屋の準備をしていたところ シリンジ 情報の伝達・連携がなかった 業務の手順では明示することになっているがしていなかった
業務手順の遵守 看護師が引き継ぎをするときは必ず患者のﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞで確認し合う
ポンプに薬品名の明示がない薬品がセットされ置いてあった。医師と相談し廃棄した。
くも膜下出血にてクリッピング術後、脳室ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞが留置されていた。見当識は鮮明とは言えず、 急いでいた
体動激しく・頭部を動かしている事の多い患者であったが、抑制や固定など目に見える範囲での
顔や頭に手を持っていく事が多いため,ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞやルート類などの自己抜去予防に両上肢を紐にて
管理はしていたため、ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞが抜け落ちていた詳細は不明である。医師によるとナートが外れて
抑制していた。6時の検温時、ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞからの拍動の有無を確認し体位変換をした後、確実に抑制
いたとの事であったため、頭を振った瞬間に自然に抜け落ちたのではないかとの見解となった。包
をし直した。ルートも手の届かないところに離して置き、テープ固定が剥がれていないことも確認し
交時にナートが外れていないか今一度確認していくとともに、必要と思われる時には砂のうにて頭
退室した。7時30分頃患者のもとを訪れると,床にﾄﾞﾚﾅｰｼﾞが抜け落ちているのを発見する。抑制は
部の固定を行っていきたい。また、ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞの途中についている三方活栓は重みになるので、その
遊びもなく、効果的にされていた。すぐに医師に報告し、診察後に抜去刺入部のナートがなされ
部分はベットの上に置く様にしていきたい。
た。水頭症を引き起こす危険はないだろうとの事であったが、バイタルサインや意識レベルの低下
がみられないか注意して関わっていった。
くも膜下出血の術後、後遺症による注意力の欠如、失行のある患者を洗面所での口腔ケアを終 配置変え直後で患者の疾患、状態の情報収集の不足のまま ケアに入っていた為判断を誤った。 ケアに入る前には患者の状態の情報収集をしっかり行い、注意するべき点を担当の看護師に確
え、付き添い病室へ歩いて帰室した後、雨が降ってきたから窓を閉めると言われ窓を閉めようとさ
認すべきであった。
れたため、そうしたＡＤＬは自分でできる方かと判断しそのまま退室した。その直後後方へ倒れ、し
りもちをつき、後頭部を打撲された。同室患者のナースコールで訪室する。部屋の担当看護師か
ら主治医に報告し、診察される。
クモ膜下出血後で歩行練習をしており,ふらつきが強い患者だった。約1週間前からトイレ歩行でき ・トイレに行こうとして一人で動いた。 ・一人で動かないように指導していたが、注意力低下,自発 ・歩行しているのを発見したら付き添うこと ・排尿誘導すること
るようになっていた。トイレに行こうとして後ろにふらつきベットの端で右側頭部を打撲した。レベル 性の低下などの高次脳機能障害があり一人で動いたこと
は不変、頭部の外傷はみられなかった。Drに診察依頼をして経観となった。その後トイレには付き
添いで歩行できた。
クラブ活動中、職員に無断で室外へ出たため声をかけると、振り切るようにしてエレベーターに乗 活動中、当該患者に対し適切な対応がなされず、もって不穏な状態を招き、無断離院になりうる状 技術の向上を図ることはもとより、患者個々人に対して十分なアセスメントを行い、今後このような
り、階下へ向かう。職員が付き添って1回まで降りたところ、当該患者が『逃がしてください』と言っ 況に至ったと思われる。これは、当該患者に対し、適切な評価がなされていなかったことや、対応 ことが起こらないように細心の注意を払っていく。
たため職員はそれは出来ない旨告げた上、そのまま付き添い帰棟していただいた。病棟職員に報 の技術の未熟さに基因すると考える。また、休暇中の職員があり通常よりも職員が少なかった上
告し、病棟職員から主治医に報告。診察後、無断吏員の恐れありとの事で、棟外活動をしばらく中 にはじめての参加者も少なくなく、他患者への対応に追われ当該患者に対し、適切な対応がなさ
止との指示あり。
れなかったことも要因の1つと考える。
クラミジア抗原の検査過程において、80度に検体を熱したまま放置し、そのまま帰宅してしまい翌 タイマーが鳴ったとき、他の作業をしており、タイマーを止めたときに行動しなかったこと。
検査時間を考慮して行動する。検査中の検体をなるべく同じ部屋に置く。
朝発見した。
クラリチン１錠を処方すべきところを、処方箋に『クレスチン１Ｔ』と記載されていたためクレスチン１ 処方箋に『Ｔ』と書かれてあった時点で、自分で勝手に『包』と判断せず処方した医師に確認すべき 更なる確認徹底。
ｇ／包を処方した。
であった。
クラルートを輸液ポンプにて点滴を行っていた。接続が外れ十分に与薬することができなかった。 接続部がタオルで覆われており観察を十分に行うことができていなかった。 点滴ルートが外れや 点滴時は患者様側から順に点滴ボトルまで確認を全てのルートの確認を行っていく。 点滴ルート
医師へ報告し再接続し点滴を再開した。
すいものだった。
をロック式のものへ変更をする。
グラン１５０μｇ2本使用予定であったが，払い出し忘れた。同じ指示の人と勘違いした。病棟に払 払い出しの確認が不十分であった。
一人監査時の確認の徹底
い出して看護師が気付いた
クリーンルームの配膳に看護師が入れず、他の患者の車椅子移乗を行っており、車椅子の患者 クリーンルームは看護師が配膳するものと決まっていた。 看護師同士の声賭けが少なく確認不 スタッフ間の声かけ確認を必ずする。 配膳終了後に配膳車にお膳が残っていないか必ず確認す
の食事介助をしていた。配膳に携わったスタッフはみなクリーンルームの配膳は済んでいるものと 足だった。
る。 病棟での食事配膳のマニュアルがないため作成していく。
思い込んでおり、確認をしていなかった。クリーンルームの患者様は誰も食事を催促する人はいな
かった。患者に配膳が遅れたことを謝罪した。
クリスマ前処置の高圧浣腸を施行するさい排泄介助時の高圧浣腸の手順を確認してしまった 微 確認すべきであった
検査の前処置については手順をしっかりと把握する 不安な時は先輩ナースに確認する
温湯５００ＭＬを用意して施行しようとした所 先輩ナースが気が付いて施行に至らなかった
グリセオール+メチコバール 生食+プレドニン のところを生食+プレドニン+メチコバールと混注し 薬剤混注中に他の患者にことで聞かれて答えていた。 その後もそのことに気をとられていて不意 薬剤を混注するときはその都度確認。 作業を中断しない。
てしまった。すぐに気がつき混注しなおしたため、患者には影響はなっかた。
に混注してしまった。
グリセオール１００ｍｌを１１時に点滴する予定が、２００ｍｌ実施してしまった。
患者入院後、医師の指示でグリセオール１００ｍｌ点滴するところ、指示箋の見間違いによりグリセ 指示箋（注射オーダー箋）を十分に確認し、準備・与薬を行う。
オール２００ｍｌを施行してしまった。注射箋を十分に見て準備・与薬を行わなかった。
グリセオール２００ｍｌを２１時に静脈注射により与薬する予定が実施せず、他患者にグリセオール １ベッド患者Ａ（脳梗塞）、２ベッド患者Ｂ（脳幹出血）で年齢と疾患が類似していて思い違いがあっ ダブルチェックをベッドサイドで必ず行う。指差し確認する。
２００ｍｌを重複（２０時と２１時に）で与薬してしまった。
た。注射箋でのダブルチェックを病室前で行ったが、ベッドサイドでダブルチェックを行っていな
かったことで、患者の再確認をベッドネームとともに確認できていない。
グリセオールの注射が１日４回指示されていた。深夜看護師は６：００に実施予定で準備をし、注 仕事を中断した場合のインシデント予測が不充分であった 注射の保管状態が整理されてなく、 注射の保管状態・準備から実施までのシステムを検討する 時間注射を忘れないように処置台に
射伝票にもサインをした。他に入院患者があり多忙となり注射のことを忘れてしまい実施しなかっ 雑然としていること
出しておく
た
グリセオールを側管から実施するべきところ、誤って別の患者の抗生物質（カルベニン）をつなぎ、 確認不足 夫に名前を名乗ってもらい、点滴ラベルを確認してもらったので正しいと思い込んでし 患者に確認してもらえない時はベッドネームの確認を確実に行う。
約１分間（５ｍｌ程度）滴下してしまった。患者は意識障害があり、夫に点滴レベルの確認をしても まった。 点滴ラベルとベッドネームを照らし合わせて確認しなかった。
らった。
グリセオールを入れるためのタイマーを合わせる時間を間違ってしまった。最初は正しい時間でタ 思い込みによる確認不足
ダブルチェック時に間違いがあると思ったら最初に時間を確認した人にわかりやすいように説明し
イマーをもらったが、その時、終了１時間前に施行するものと思い込み時間の変更を行った。その
て自分でも間違っていないかをラベルや過去の記録などを見て再度確認してする。
時再度ダブルチェックは行ったが確認が不十分であったため終了２時間前に施行しなければいけ
ないものを終了1時間前に施行してしまった。そのため２００ｍｌ入らなければならないところを１００
ｍｌしか入れられなかった。そのことがわかったのは透析終了時だった。
グリッドとプレートの方向を間違えて使用。確認画像で気づき再撮影。
確認を怠った。
確認作業の徹底
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具体的内容
背景・要因
改善策
クリットラインモニター使用時、開始時にUFR 0.0L/hでスタートするがその操作で装置のヘパリン コンソールのシリンジポンプは除水速度に依存して透析終了時刻を計算し、設定時間でoffになる 別のタイマーを使用しかけ忘れを防ぐように勤める
offタイマーが働かなくなるその為タイマーをかけなければいけないところ、かけ忘れ時間になって 仕組みになっているが、開始時にUFR 0.0L/hにすると装置の設定タイマーが無効になる。その為
もヘパリンoffできなかった。
タイマー等を使用して手動でoffにするべきところ投薬タイマーをかけていた為に忘れてしまった。
その後患者の血圧も80台に低下し対処やタイマーを使用していた為確認不足となった。担当看護
師がその事を理解していなかったことと担当技士がタイマーを再度かけ直していなかった事が原
因である。
クリティカルパスを用いて活動アップを図る術後１日目の患者様であった。パス上では本日は
術後ドレーンが留置してあり、パスではドレーンを術後２日目に抜去予定となっていたが、今回の 患者の枕元にパスが貼付してあり、思いこまず経過表を見直せばおこらなかった。思いこみによる
ギャッチアップ３０度までであったが、思い違いをしてしまい、昼食時ギャッチアップ９０度ほどして 患者は術後１日目で抜去することとなっていた。ドレーン抜去をするので術後２日目だと思いこ
ヒヤリハットだった。
しまった。準夜の看護師に指摘され、術後１日目である本日は30度までであると気づき、主治医に み、ヒヤリハットをしてしまった。
報告し、問題はないと言われた。
クリニカルパスの間違いに気がつかず外来で患者に渡してしまい病棟で入院後に説明をされた時 クリニカルパスの種類が肺切は２種類あったことを知らずにいた。
クリニカルパスについての学習 肺疾患についての学習
に間違いに気づく。病棟方の連絡で状況を知った。術前にもかかわらず心理的負担を患者にかけ
てしまった。
クリパスでＰＥＧより注入開始日であったのに、昼前用意する時その患者の容器がなかった。恐ら ケアレスミスと読みにくい紙だった
注入食を用意するときは板をきちんと確認すること。また板も見やすく整備しておく。
く朝の分いってなかったと思われる。注入食患者の板の下に手書きでぶらさがるように紙が貼って
あり（見えにくく、詠みづらかったが）そこには記入されていた
グループ買い物から帰棟した際、患者様が購入した煙草４箱のうち３箱のみ職員に渡し、１個は紛 患者の言葉を信じ、気が付かなかった。
十分な観察とボディーチェック、荷物検査の必要性を話し合う。
失したとのことだった。しかし、患者が他患者にタバコを渡しているところを発見する。実際は煙草1
箱を手元に置いていた。精神科であり、長期療養の患者が多く、物品の貸与は患者間のトラブル
の原因となることが多いため禁止している。また、喫煙本数は、健康管理のため、病棟で管理させ
ていただいている。
グループ買い物に行くとき、他患者の靴を探していた。すると、ある患者が１人でＯＴ棟の方まで行 職員は３人付き添いで買い物に行くが二人で靴を探し、１人はエレベーターの鍵を病棟まで置きに 必要に応じた観察を職員間でも共有する。
かれてしまいOT室職員が連れ戻してくれた。
行っていた。先に靴を履いた患者様が外で待っている間、職員が１人外で見守っているべきであっ
た。
グルコンサンＫ５００ｍｇをＭａチューブより与薬する予定が、グルコンサンＫ５００ｍｇと５０％アスパ ０時に与薬することがワークシートに記されていた。ラシックス（＋）アルダクトン・グルコンサンと書 グルコンサンＫとアスパラＫで両方ともＫだということはわかっていたが、両方与薬することが変だ
ラＫ散１ｇをＭａチューブより与薬した。
いてあったが、薬を整理している最中の所から薬札を見て、アスパラＫも含めて３Ｐ取った。薬をも と思わなかった。薬効をよく確かめてから与薬するようにする。ワークシートと違っていることはリー
らったことを整理している人に声かけた。リーダーに確認せず０時に与薬した。
ダーに必ず確認する。
グルコンサンＫ５００ｍｇをＭａチューブより与薬する予定が、グルコンサンＫと５０％アスパラＫ散を 薬の残が数包になり、医師が処方した薬剤がダブルチェックされ投薬台にそのまま整理された。 整理されている薬剤と薬札を照合し、回数だけではなく薬剤名も意識して確認すること。指示が出
１ｇ与薬した。
商品名は別の名称で記されていたが実際には同じ薬剤である事に気付かず確認もされずにいた された時点で、現在投薬中の薬が何かを確認し重複しないように整理する。
と思われる。
クレアチニン・クリアランスの検査がある患者様に蓄尿を行っていたが、蓄尿瓶がいっぱいになっ 確認不足
蓄尿瓶に蓄尿検査中の貼り紙をする。
たので、化学療法のために尿量の確認を行えばいいと思い込み、尿量だけを見て捨ててしまっ
た。次の勤務者に申し送りをしている時に蓄尿をしているかと確認されて検査があることに気づい
た。
クレアチニン・クリアランス検査の為蓄尿中。介護士への申し送りを忘れ、尿を破棄してしまった。 情報伝達を怠った。
看護、介護間の伝達を連絡ノートを活用し、確実に申し送る。（口頭でも） 蓄尿ビンに”検査あり、
後日再検査となる。
破棄しないで”などのカードを貼る。
クレアチニン2.8のため単純（標準）CTの依頼が出ていたが、イオメロン350－100mlを使用した造 循環器センターは、造影CTの依頼が多いため医師が検査前のカルテ・検査依頼用紙確認を怠っ 循環器センター医師、放射線技師、放射線科看護師の3者で、造影剤使用に伴う説明と同意書の
影（精検）CTを実施した。検査直後、医師がカルテをみてクレアチニンが高いことに気づきCT検査 た。医師、放射線技師、看護師の3者とも造影剤を使用する検査におい義務付けられている説明 確認方法について検討することになった。
申込用紙を確認すると、ヨード造影剤使用不可、単純撮影の依頼であった。補液のため、入院と と同意書の確認を怠った。放射線診断学科が実施する検査においては、カルテ・検査申込用紙、
なった。翌日のクレアチニン2.3。
説明と同意書の確認が徹底されているが、循環器センター医師による検査の場合、不十分な確
認に終わっていた。
クレスチンの処方に対して、クレメジンが薬局より払い出されていた。 看護師は、薬局より払い出 ・薬剤の確認が、確実でなかった。 ・薬剤を渡すときに、患者への説明を怠っている。
・薬剤の確認は、患者名・薬剤名・用量・服用方法の確認をして、サインをする。 ・なぜ、患者にこ
されたものが、処方箋どおりであることを確認して、患者へ説明し渡すことになっているが、間違い
の薬剤の服用が必要なのか、把握した上で患者への説明を行う。 ・薬剤師への払い出しの確認
に気づくことなく患者に手渡した。 患者は、今までとは違う薬があることに気づいており、薬局へ
を徹底してもらう。 ・薬剤師からの服薬指導を主治医より依頼してもらう。
説明書をもらおうと思ったが、行きにくかったのでやめたと話す。服用5日目になり、患者が主治医
に聞くことが違いに気がつく。
クレメジンの重複投与 患者さまから「まだ夕方の薬を飲んでないのでくれ」と言われクレメジンを チェック不足
受持ちの看護師に確認する事を徹底
見せ確認したところ、これを飲んでいないと言われたので渡してしまった。
クレメジンを１０時１４時の２回内服しなければならないところ、１０時の分を投薬し忘れた。なお、１ 昼の内服薬のみ確認し、朝食後２時間のクレメジンがお薬カレンダーに残っていることに注意が払 ワークシート、お薬カレンダーにもっと注意を払う。食後２時間など勤務帯が異なって投与される場
０時の分は夕食２時間後に投与。
われていなかったため。また、ワークシートの確認も不十分だった。
合は１０時、１４時の分ともに昼の枠内にまとめておく。勤務の最初に確認することが前提になる
が指示簿がはさんであるバインダーに一緒にはさんでおく。又は、テーブルに置くタイプの食後薬
専用容器を作成し、目につきやすくする。
グローションカテーテル輸液中だが肘屈曲にて滴下不良のため、側管より抗生剤を接続する。他 ルート状況変更した場合の観察の仕方
ルート状況を正確に確認する。
看護師が接続されずこぼれているのを発見する。
グローションカテと点滴の接続がガーゼでくるんであり確認せずに点滴を開始したため、接続部が 接続の仕方の教育
疑わしい接続部は確認後実施しねじ式の接続を使用する。
はずれもれてしまった。
グロブリン製剤を払い出した際，請求と違うグロブリン製剤を払い出した。病棟でも気付かずその 思いこみ。本来今回の請求薬品は特殊疾患のみ使用目的で採用している薬品であるため，請求 払出時の確認。使用時の確認。
まま使用した。使用済み伝票が戻って来て，管理台帳に記入時，別の薬剤師が請求品と違う薬品 が来た時点で間違って出した薬品に変更しなければならなかった。それを怠ったので薬剤そのも
のシールが貼ってあるのに気付き発覚した。作用など問題はなく，患者への影響もない。
のは間違っていない。しかし請求と違う薬剤が払い出され，それに気付かず使用していたことは事
実なので確認を徹底しなければならない。
ケアステーションに居たところ、隣の部屋で“バタン”と音がした。 →部屋に行くとベッドの下（左
ベッド柵の固定をしていなかった。
ベッド柵４本の紐固定をする。
側）で仰向けになっている患者を発見した。 →両足は左下のベッド柵に引っかかっていた。ベッド
柵は４本で、左上の柵が外れてベッドの上にあった。 →出血など外傷はなく、意識もはっきりして
いた。 →すぐにベッドに寝かせ、看護師に報告。VS測定。BP139/84, P92。 →医師に報告。医
師から様子観察の指示を受けた。 →家族に電話にて連絡し、柵に紐固定をして欲しいとの希望
があった。
ケア時左前腕部表皮剥離しているのを発見する
観察不足
皮膚の弱い患者なので訪室時に寝衣等を観察し、出血がないかを確認する。
ケア中、回診に医師が来て、呼吸器の設定をＦｉｏ２ ４０％から３０％へ変更。Ｓｐｏ２ ９０％以下に ケアレスミス
医師が記録に指示を残す。受けた看護師はすぐに担当看護師かリーダーに報告する。
なれば４０％へＵＰと口頭指示あり、そのことを担当看護師に伝えるのを忘れていた。申し送り、医
師記録の記入もなく準夜看護師が困った。
ケイキサレート（５ｇ）２包とするところを２ｇとオーダーした
オーダリングの単位の問題
ワーニングの
ケイキサレート３０ｇを注入の指示があった。１包が５ｇであったので６包準備したつもりでＷチェッ 確認不足
与薬するときは３回の確認を怠らない。 Ｗチェック者も疑問に思ったときは準備した者の言葉を
クをしてもらった。Ｗチェック者からこれで３０ｇなのかと質問されたが６包準備したつもりであった
鵜呑みにせず、自分でしっかり確認する。
のでそうだと答え注入した。その後１包残っている事を指摘された。
ケイキサレートが処方された患者に、前日アルマトールが処方されていた。高カリウム血症の患者 医薬品集には禁忌については記載しておらず、情報不足であった。当患者には、服薬指導をおこ 医薬品集に禁忌についても記載する。薬剤管理指導をおこなっていない患者にたいしても、薬歴
には、アルマトールは禁忌であるので、連絡しアルマトールは中止となった。
なっていないため、薬剤について十分な管理ができていなかった。
の管理はおこなっていく。
ケーキサレート１０ｇにお湯５０ｍｌを加えて、十二指腸ゾンデより注入の指示だったが、実際の加 投与手技は２回目。 加水量を目分量で加減した。 知識が不十分だった。
注入方法の手順を貼り出し、徹底した
水量が少なく注入後ゾンデが詰まってしまった。患者はゾンデの再挿入を必要とした。
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具体的内容
ケタスの処方に対しグラケーを調剤してしまった。患者が薬局の窓口にいつもと違う薬が入ってい
ると申し出て誤りが発見された。患者はグラケーを服用していなかったため影響はなかった。
ケタラールで発疹が出た患者生に抗生剤も念のために中止になったが四日目に指示のみ間違い
で施行してしまった。
ケフラール細粒３００ｍｇを３００ｇとオーダーした
ケモのためオルガドロン20ｍｇ・生食100ｍｌを注射ワークシートを片手に流量・予定量に輸液ポン
プを設定していたつもりが同時刻に他患の転院のことが気になって、流量・予定量の文字がしっか
りと頭に入っていなかった。そのため、流量・予定量を逆に設定してしまった。 ダブルチェックした
がきづかなかった。
ケモの指示で、生食１００ｍｌにダカシバジン１００mg２ｖ１００ｍｌ/Hで試行指示のところ、２００ｍｌ/ｈ
でいってしまった。転棟先から申し送られていた、看護師作成の手順書が、２００ｍｌ/ｈと読めた。
後になってみると、横に１時間と記載されていた。薬を詰めるにあたっては、看護師同士でダブル
チェックを行なったにもかかわらず、流量までチェックしなかった。
コアヒビター 40ｍｇ/hrの指示が出ていたが、30ｍｇ/hrで持続注入していた。開始1時間で気が付
き、Dr報告しその後40ｍｇ/hrにあげた。回路凝固はなかった。
コアヒビターは、溶解するときに注射用蒸留水を用いるが医師の入力ではそこまで出来ないため
薬剤部で添納しているが忘れた
コーフローチューブ自己抜去
コーフローを自己抜去して手に持っていた。
コールあり、同室者が転倒しているのを発見しコールを押している、ベッサイドに座り込んでいる
「布団を掛けようと思ってすべるました」と訴えあり外傷なしウーゴくんは自分で外している。3点柵
になっていた。
コールあり訪室すると、ポータブルトイレ前に座っていたが持続点滴が接続部以外の所から切れ
ており、サーフロ20Gは留置されたままであり、流血していた。
コールあり訪室するとズボンをおろした状態でポータブルトイレの前でしりもちをついている「トイレ
に行こうと思ったら滑ったんです、お尻からおちたんです」と言われる。

背景・要因
改善策
・ケタスとグラケーは21ｃapシートというシート形状しか類似点がない。 ・36日分という慣れない処 まず薬名を確認し、その後数を確認することを徹底する。
方日数であったため、計算に気を取られ、薬剤の確認がおろそかになった。
ルチーンで思い込んでしまった
再度確認するべきであった
処方医の確認不足
転院の患者の出発時間とケモ開始時間が同時刻であった。

あり得ない処方量にワーニングをかける
同時刻にケア・処置が重なる場合は、一つのことに集中できるように仕事の時間や役割分担の調
整をリーダーや上司に相談すればよかった。

何故、医者の指示票でなく、看護師の記入指示表なのか・ 医師の指示はどうなっていたのか

転記はやめる。医師の支持表で動く

いつもは、5%ブドウ糖を15ｃｃ吸ってコアヒビターを4アンプル混ぜて3速で送るのですが、本日は5% 投与量、投与速度をきちんと確認し第3者に確認してもらう。
ブドウ糖を20ｃｃ吸って4アンプル混ぜました。本来ならこの場合は4速で送ります。ですが、いつも
と同じように開始してしまいました。確認不足でした。
内規忘れ
医師の入力時にコアヒビターを選択すると注射用蒸留水もセットで入力されるシステムの構築依
頼
手袋をしていたが目覚めて、手の動きと顔を左右に動かしチューブが抜けてしまったと考えられる 昨日深夜５時にも自己抜去しており、自己抜去の可能性があったが夜間の対策検討がなされてい
なかった。夜間の自己抜去に対する検討が必要と思われる。
パーキンソンにて説明をしても理解力の低下がある。
注入中はそばで観察をする。注入後はチューブを抜き、そのつど挿入する。
3点柵になっていて自分で体動した時、すべった可能性がある、必ず4点柵にする。
転倒の危険性をよく認識して対応していく。

ポータブルトイレの位置が少しベッドから離れており、つかまるところがなかった。（Tバー設置、
ウーゴ君設置、４点柵の使用。
ナースコール説明）申し送りの後、深夜帯の業務をこなす時に訪室するべきであった、
左上腕術後の方で、左上肢に痛みがあり、立位時に体を支えるのが不安定な状態であったポー ポータブルトイレを手すりのあるものに変更し、夜間は4点柵にし、ポータブルトイレは移乗時には
タブルトイレは手すりのないものであった、靴下を履いており靴下のまま移動しており床は滑り止 必ずナースコールを押して付き添うようにした。ポータブルトイレ移乗時は靴をはいて移動していた
めのマットもなく滑りやすい状態であった。
だくようにした。
コールがあって病室に行くとベットから転落していた。自分で健側の（足肢）柵を外していた。
看護職員間の連携の問題
柵が抜けない様に長い柵にした。夜間起きていることが多いので日中は車椅子などで、活動して
もらう。
コール頻回、MRSAが痰より検出され隔離となる同日夕よりセレネース朝・夕内服開始、薬効があ 5分ごとのナースコールに対応できていなかった。
頻尿にたいする治療。
り夜間は不穏行動なし、再び朝方より覚醒ナースコール頻回5分ごとにコールあり、朝の部屋周り
中でありしばらくいけないので待って欲しいと伝える。７時30分物音有、ベッド柵安全バー外れ上
半身が床についた状態で横たわっていた。
コール有り訪室した際に、明け方ポータブルトイレからベッドに移動する際にポータブルトイレにつ ポータブルに座らせて、その場を離れてしまった。
夜間のトイレ移動時は、付き添うようにする。 夜間でも車いすにてトイレに移動促し付き添う。
かまりトイレが動いたためこけたと話される。左手首に小さな傷有り。疼痛無く、バイタルも異常な
かった。
ゴーンという鈍い音で訪室するとベッドの脇にあぐらをかいた姿勢で座り込み頭部を床につけてい 老人性痴呆による不穏。ロラメットの内服影響。
両手の抑制、4点柵、ウーゴ君の装着。
る「左額部をうった」打撲痛はあるものの外傷なし嘔気などもなかったため冷器法で対処するベッ
ド柵を乗り越えようとしたり大声を出すなどの不穏で、23時30分ロラメット1錠内服していた4点柵を
乗り越えて転落するほうが危険とのことで3点柵にしてあった。本人がウーゴ君のスイッチを切って
いた。
ごつんと音がしたので廊下に行くと顔を床につけて膝をついている。左前頭部に膨張あり。左眉上 眠前薬内服後は、ＮＳコールを使用するよう説明する。
ＮＳコールの使用声かけを行う。
部、裂傷。疼痛訴えなし。当直医報告。
コトンと音がしたため、訪室すると自室入り口の廊下に座り込んだところだった。
スタッフが他の患者に対応しており、移動音に気付かなかった。
鈴を体に付け、動きに気付き易くする。
この患者は、めまいがして意識消失し転倒したため、めまいの精査目的で入院となった患者で
尿器排泄になり２日目で問題なく排泄していたこと、最近ふらつき症状もほとんどなくなっていたこ ふらつきの原因もはっきりわかっていなく、いつ起こるかわからないということを頭において、クライ
あった。入院後めまいは軽減し、耳鼻科の検査でも血圧変動やめまいの検査で異常はなく、おそ とから、尿器で自力排泄で問題ないと思い込んでいた。しかし、以前からゆっくり起き上がったり少 エントを注意してみていく必要があった。また、本人の注意力が不足しているときは、そのことも意
らく急激な血圧低下により、めまいが起こっていたとされていた。めまいもなくなりバルーン抜去さ しでも変なときはナースコールならす様に説明は何度もしていたため、本人の注意力も不足してい 識してみていく必要がある。
れ、昼は車イストイレ、夜は尿器にて自立排泄となり２日目だった。同室者よりナースコールあり、 たと思われる。
「ドーンと言う音がして、転んだようだ」と。本人はベッドサイドに座り込みズボンが半分脱げ、お
しっこが床にこぼれている。声かけにはっきり返答するも焦点が合っていず。一人で立ち上がれ
ず、二人介助でやっとベッドへ移動。排泄中に急にクラクラしたとのこと。こぶや出血などの外傷な
く、転倒の２時間前に車イスでトイレに行った時はふらつきなくゆっくり歩行できていた。
ごみ収集時に注射針を刺した
本来、注射針の廃棄に関しては徹底してあったにも関わらず、看護婦が一般ごみと一緒に捨て
ごみ袋の透明化、看護師の教育
た。看護婦教育の問題と認識不足。
ゴミ袋の中にセダプランコーワが落ちていることを他Ｐｔが発見。直前にＰｔがのんで去っていった後 他のｐｔにも同時に与薬していたので、他にも気を取られていた。Ｐｔがてのこわばりがあり、袋の開 飲み残しがありがちな人にはなるべく１対１で与薬する。与薬の際、残っていないか確認するようＰ
で、それまではゴミ袋の中に薬は落ちていなかった。Ｐｔの薬であるか指示書にて確認し後から内 けにくさもあるし、のんだ後残っていないか袋を確認する人でもないのに、認識が甘かった。
ｔ自身にも促していく。
服してもらった。
コルセット装着フリー走行中に転倒。同室者からＮ－Ｃあり訪室、ベッドサイドに横になっている所 履物がスリッパだったことが１つ要因
なし
を発見。声がけにはっきり返答あり、手足の動きも良好、自力でベッドに戻る。
コルセット装着中の患者様の清拭時にコルセットを外し再度装着した際上下を逆さまにしてしまっ 確認ミス
上下をきちんと確認してから装着する
た
これまでベットサイドにポータブルトイレを設置し患者自身で自力移動できていたが、事故時、患 患者は高齢であり,足腰の筋力低下も著しかった。
転倒するかもしれないという事を考え、夜間のみでもよいので排泄時はナースコールで呼んでい
者はポータブルトイレに移乗しようとし、転倒された。患者は起き上がれず、叫び助けを求めた。
ただけるよう説明をしておくべきであった。
ポータブルトイレの位置は以前患者と相談し決めた位置であり、事故当時も位置にかわりはな
かった。転倒前も何回か患者自身によるトイレ移乗ができていた。転倒により患者は右腰部の痛
みを訴えた。腰部に発赤や内出血はみあたらなかった。患者希望にて、シップを腰部に貼る。以
後、トイレ時はナースコールで呼んでいただくよう説明するがナースコール押せず、排泄後に呼ば
れること１度あり。その後、患者は朝まで眠られた。朝一番で医師に診察を依頼した。
コンクライトMg注のところを、誤ってコンクライトNa注を調剤してしまった。
注射薬は主に自動注射薬分包機で調剤されているが、機械に実装されていない医薬品について 最終監査を強化する。 特に手集めの薬品については注意票をつけて注意を喚起する。
は、薬剤部の手集めとなる。コンクライトMgも実装されていない医薬品に含まれており、手集めを
誤ってコンクライトNaを調剤してしまった。
コンソールにはAF2号の指示、浄化記録にはAF3号の指示という情報が表示されていて、本来開 開始時にチェックすべき項目を見落とした。合っているであろうという考えがミスに繋がった。
開始時のチェックの徹底。コンピューターの入力後の再確認。ダブルチェックの実施。
始時に指示が合っているか確認してから開始すべきところを怠り、間違った透析液で開始してし
まった。
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具体的内容
コンソールの停電警報がなり、すぐ対応し復旧できたが、再度電源OFFとなった。終了時間まであ
と30分であったが、患者に説明しそのまま終了。 このまま実行すれば患者さんの安全が守れな
い
コンタクトレンズ直送分の記入欄に間違えて度数を記入し注文をしてしまった。電話により指摘さ
れ気づく。
コントミンを１２．５mgを処方してもらうものを２５mgを処方依頼した。処方された薬を本人用に準備
する時点で間違いに気がついた。
コンビニからの帰り道、病院敷地内で、患者が両手をつき、転倒した。

医療機器の保守管理の問題

背景・要因
パワーユニットの不良

改善策
購入したばかりの機械であるため、業者への報告 原因の改善に努める

確認が足りなかった。

謝罪し交換をした。

確認不足。

カルテの約束指示については常に新しいものを確認する。

かかとがある靴を持っておらず室内用のサンダルで外出してしまった。サンダルは壊れかけてい 室内用、室外用の靴を用意していただく。患者の履物を確認する。
た。
コンビニまでグループ買い物で出かけた。その際、ある患者が行きは問題なく歩行していたが、帰 以前にもこのようなことがあり、数日前から買い物の際は車椅子を持参することになっていたが、 歩行できなくなった時に乗っていただくよう、外出時は車椅子を持参する。
りは容態が悪く、何度も休憩をしながら病院へ向かった。そして、病院へ着く前に、歩行できなく
それを知らなかった。
なってしまい病棟に連絡して車椅子を持ってきてもらった。
コンピューターによる集計に基づく病棟の定数補充を行って規格の違う薬品を払い出した。病棟・ 限られたスペースで作業を行わなければならず、足元に箱が置いてある事。 一人に対する業務 不要な空箱を置かないようにし、思い込みによる判断に気をつけるよう心がける。 ダブルチェック
外来からの注射薬請求等の飛び込み業務が重なり時間帯時置いても昼休み中であり人数が減る 負担が大きい為、一つの事に集中できない事 二人によるダブルチェックをしていたにもかかわら を確実に行うようにする。
時間帯であった。払い出された後、病棟看護師のチェックより発見され電話連絡後正しい薬品と取 ず、このようなミスがおきた事は、慣れ及び二人によるチェックの安心感があったかもしれない。
り替えた。
コンピューターのオーダリングで、注射用コアヒビター１０ｍｇの入力があった。薬局では、その表 オーダリング出の表示が見難い（エクセル表示となっていて、数字は途中で切れてしまう）ために、 ２つ規格のあるものを再確認した。 棚に並べて表示をした。 オーダリングシステムの改善要求
示を見て、１００ｍｇの注射液を病棟へ上げた。実施する際に、看護師が１０ｍｇの注射の指示と 規格を間違った可能性がある。また、薬剤師の移動が激しく、２つの規格のものが入っているの をした。（改善要求が殆ど改善されないのが今、一番の問題点）
なっていることに気がつき、１００ｍｇ中の１０分の１のみ使用した。
に、その表示が棚になかったため、生じたとも考えられる。
コンピューターのフリーズ
医療機器保守・管理の問題点
業者が以前から何度も点検しているが、原因不明。ブッキング。対策不能。
コンピューターのフリーズ 報告が遅れた 原因不明
機器の保守・管理の問題点
点検をする
コンピューター入力ミスによる食事の出し忘れ。
時間に追われ気持ちが焦っていた為、確認が不十分であった。
回収した食事箋に優先順位をつけ、必要な日付順に処理をする。 今、必要でないものはおいて
おく。
コンピューター入力時変更前の薬を入力し渡してしまった。
確認不足
カルテをよく見て確認する
コンピュータの処方入力時，医師が用法指示と投与時間の入力を間違えたが，薬剤部で見逃し 医師がオーダ入力時，錠剤の分割投与で朝，昼，寝る前で入力したが，服用時間は朝，昼，夕で 医師の入力間違いはよくあることなので監査時に注意を払う
た。 投与前，看護師が気付いた。
入力してしまった。薬剤部では服用時間に注意がいき，分割との違いに気付かなかった。
コンピュータ入力ミスによる誤配膳。
伝票処理が十分でなかった。
注意力と確認の大切さ。
ご主人と散歩中に転倒し、左上腕表皮剥離で消毒してくださいとご主人と見えられた。
散歩中もしっかり手をとるように指導
ご家族が一緒だからと安心せずに、時折様子をみてリスクがあれば指導しなければいけない
ご飯に異物
盛りつけ時確認ミス
再確認の徹底
ご飯のカルシュウムが溶けきらずに配膳した
カルシュウムのかくはんむら
添加の仕方の再検討
ご本人、特浴介助時に一瞬痛いと感じたとの事。肋骨Ｘ－Ｐ施行しヒビが入っていた。
介助方法は統一されていたが多忙のため省略してしまった。
二人介助が必要であったが一人で出来ると思ったとの事。介助方法を徹底する。
ご本人にクラビット点眼薬を施行すべところを、他の患者のチモプトール点眼薬を誤って両眼に点 薬剤に患者名を記載していなかった
患者名の記載漏れをなくす。
眼した。点眼後に間違ったことがわかり、両眼の洗浄を行い、すぐ主治医に報告した。
サークルベッドから床頭台の床に飛び降りた所、勢い余って床頭台に頭を打った。
サークルベッドのベッド柵は上げておくように説明していたが祖母が付き添っていたために大丈夫 付き添いが居てもベッド柵は上げるように再度説明する。 子供は思わぬ行動に出る事があるの
と思い上げていなかった。 説明不足
で注意していただくように説明する。 訪床した時にベッド柵が上がっていない時は上げるようにそ
の都度説明する。
サークル歩行要介助の患者が自分ひとりでトイレまで行こうとして間に合わず便失禁する。床に便 要介助患者の安全対策不足と患者への教育の問題もあり
トイレ歩行時はナースコールを要請するよう再指導。サークル歩行患者でもありポータブルトイレ
が広がってそれで滑って転倒した。
設置する。
サーチュレーションモニターの値が低く流量を上げようとしたら酸素が流出していなかった。異常な 酸素吸入器の取り扱い。
訪室時には必ず、酸素流量の確認をする。
し。
サーフロー留置中１０００ｍｌ／ｄａｙ点滴速度が速すぎた
持続点滴であった
点滴持続（２４時間時）は自動流量計の使用、見回りを増やす。体位の確認等
サーフロが留置してある方の腕で採血をしてしまい、データーが異常値を示し点滴変更する。採血 採血業務手順の確認
採血前にルートの有無や傷の有無の確認をする。
しなおし正常値となる。
サーフロ自抜き
ＤＩＶ終了後ロックし包帯で覆っていた時ごそごそしていた
頻回なる訪床
サーフロ針の引出しに使用済みの針が入ってた。キャップはしてあった。
ケアレスミス
片付けにも十分注意してほしい。
サーフロ針自己抜去した患者の下肢に入れ替えをした直後に、同室の患者のオムツ交換を２人し 一度に全てを済まそうとしたことがだめでした。
危険物は片付けてから手伝うようにする。
た。 サーフロ針等の事はすっかり忘れてしまい、病室に置いたままになっていたと後日報告あり、
また 深夜の見廻り時には患者様がキャップを口にくわえていたと報告あり。ヒヤリとした。
サーフロ挿入したが、サーフロ針挿入していない部分が１cｍ程で固定してしまった。挿入後２・４ サーフロ挿入不十分であった。夜間であり患者も入眠しており、観察が行いにくかった。
サーフロ挿入するときは、根元付近まで挿入する。夜間ではあるが、分かりにくいときは電気を付
時間後、挿入部を懐中電灯で照らしてみたが、腫脹等見られなかった。６時間後確認する前に、
けて確認する。
本人よりコールあり。腫脹があった。その後、腹部の張りも無かった。主治医が当直で、報告し腕
を確認してもらい、冷却し様子観察となる。
サイドテーブル上に置かれていた吸引用の消毒ビンを患者自身が倒し自分にも消毒液がかかっ 患者の状態把握不足で、手の届くところに危険なものをおいたことが原因である。
認知障害がある場合は体動困難な状態でも、上肢の機能が存在する場合は、手の届く範囲に危
た。
険なものを置かない様にする。
サイトテックを払い出すところをセルベツクスを払い出したが、病棟看護師により間違いが発見さ 前にも１回あったが、ロキソプロフェンが投与されるとき９０％の処方でセルベックスが処方されて 指さし、声だし確認を再度徹底的に実践させる。
れ、患者へは投与されずに事なきをえた。
おり、確認不足と思いこみにより調剤してしまった。
サイド別の看護師が洗面介助の準備をオーバーテーブルに準備し洗面を促した。しかし、本人が 今回、モーニングケアの介助を行ったのは土・日勤務の為別サイドのフリー業務の看護師が訪
別サイドの看護師にケアを依頼する際は、充分な情報提示と連携をとる。.
「自分で行きます。尿の接続をはずしてほしい」と希望する。本人の希望通りランニングチューブを 室。担当サイドの看護師の情報提示不足のため起こり得たものと考える。大丈夫だと思った。看
はずし退室する。その後、隣の部屋で検温中、「ドスン」という音がし、大声で「痛い」という叫び声 護職間の連携不適切。勤務体制に問題があった。
が聞こえたため訪室する。声かけには返答あり。頭部・腕の打撲す。 最近時々自分でトイレに
行っており、移動する際は必ずナースコールするようには説明していた。
ザイロリック錠５０ｍｇ／１Ｘ、アルファロールカプセル１Ｃ／１Ｘ、ブレディニン錠５０ｍｇ３Ｔ／１Ｘを いつもは慢性部屋にいる患児で、与薬車には部屋が変わったことを記されていなかった。（部屋番 与薬時ベッドネームを持って部屋を確認する必要がある。与薬後は必ず全員まわったかどうか最
朝食後に内服与薬する予定が、実施しなかった。
が書きかえていなかった。）部屋が移動していた事は頭の中にあったので後で与薬しようとしてい 終確認が必要である。与薬車の引き出しは出し入れしてなかった。
たが忘れてしまった。与薬時ベッドネームを持っていなかった。
ザイロリック錠のところを、誤ってザンタック錠を調剤してしまった。
薬品名が類似していたため過誤したものと思われる。
処方せんと薬品の確認を厳重に行う。
サヴィオゾール５００mlを５時間かけて与薬する予定が、１時間３０分くらいで滴下した。
１８時にサヴィオゾールの指示が出て、遅出Ｎｓがルート確保をしてＤｉｖを開始してくれていた。休 Ｄｉｖを開始したときに、滴下速度を確認してくれているという思い込み。きちんと自分の目で確認・
憩から１８時３０分過ぎに上がり、食事中のところを見回りに行ったが（１８時４５分ごろ）Ｄｉｖを確認 観察すべきであった。
しなかった。その後１９時４５分頃見回りに行った時には点滴は終了していた。見回りに行っていた
のにＤｉｖの確認をしなかったため滴下の調節を行わなかった。
サクシゾンが１日３回から２回に減量の指示が出された際、通常時間ではなく１４時２２時であるこ 患者様の状態や薬効などの知識が不足 伝達不十分 施行ｊ巻の確認の方法に問題がある。 個 時間指示があればその都度医師が時間を記入する。 不明な点は確認する。
とを医師に確認して、その時間をワークシートに記載し、医師の指示であることも記載した。翌日に 人の思い込みがあった。
なりその時間が書き換えられていたのでリーダーに確認したところリーダーから再度医師に確認し
時間が変更になった。
サクシゾンの注射が6時で止めとのＤｒ指示であった。Ｄｒからの口頭指示もなく、14時のサクシゾン 指示変更時は看護師に声をかけることになっていた。注射ワークシート出力時間の直前で指示変 小児科の場合、突然の指示変更もある為、実施前にカルテ又はＤｒに確認する。変更時には、医
を投与してしまった。母親から、朝の回診時にＤｒより「1日3回の注射が変わるって言われたんです 更に気づかなかった。
師に声をかけてもらうようにする。Ｄｒより指示変更の際には、担当の看護師に連絡する。指示変
けど・・・」と言われ、カルテを見て指示の変更に気付いた。
更があった場合、注射ワークシートも変更する。
サクシゾンをセットすべきところへノイトロジンをセットしてしまった
薬剤の形態の問題
メーカーへ包装変更の検討を促す
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具体的内容
ザジデン・ミヤＢＭ内服中の患者に、ミヤＢＭのみ与薬させ、ザジデンをセットするのを忘れ、深夜
勤者が残っているのに気が付き指摘される。
サブラットのＡ液とＢ液を混ぜる作業を行っていた。本来はＡ液とＢ液を混ぜたものに対してシール
を貼って未混入の液と識別するルールになっているが、効率的に行うため、先にシールのみを貼
り、混ぜていないサブラットがあるにもかかわらず、忘れてしまい、そのまま、患者に使用してし
まった。患者には影響なかった。
サラゾピリン処方のところ、サワシリンを調剤するも、すぐに気付いた為に調剤しなおした。
サラダに毛髪（約１０ｃｍ）の混入あり替わりのサラダを持参し、謝罪した。 作業中に身体に付着
した毛髪が混入したと考えられる。
サンケンクリン食から食止め、その後並食で再食のはずが食事が出ていなかった。

背景・要因
内服準備処方箋との確認不足。薬配車の最終確認不足。ザジデンが散剤であると思っていた。

改善策
思い込みをせず、薬配車から出す時は処方箋と照らし合わせ示唆呼称確認する。

本来のルール（手順）を守らなかったことが原因。

開通の複数確認を緒行う。 手順の意味を理解する。

業務に追われ、慌ただしく行うも落ち着いて行うべきであった。
作業中に毛髪等の混入が発生しないように頭髪を完全に覆っていなかった・身体に付着した毛髪
等を完全に除去していなかった。
電話連絡で再食と言われたにもかかわらず、食止めのシールをはがし忘れた。再食を言われたと
き、すぐに処理すればよかった。または、メモを取っておくべきだった。
当日受け持ちナースがカルテの確認なし 指示受け変更の手順再指導

忙しい時こそ、一つ一つの作業を確実に実施する。
毛髪等を完全に覆う・身体に付着した毛髪の除去。 作業中の注意力を強化する。

サンリズム２錠分二内服中○月２日迄あり○月２日から変で３錠分三で処方箋あり 指示受け
ナースが残数を合わせをしておらず分二の処方箋のまま○月２日昼分内服していなかった
サンリズムを投与しようとして、サーミオンと記載してしまった。薬局で気づいてくれ投与前に正す 名前が似た薬剤であった。
ことができた。
サンルームの長椅子で臥床していた患者を自室まで手をつなぎ誘導し、ベットの前で手を離し帰ろ 高齢で眠気ある患者を誘導した際に、ふらつきもなく歩いているので転ばないだろうと思い、最後
うとした時に、前方に倒れこみ壁に右前額部をぶつける。患者は「足がもつれた」と話す。
まで見守ることをしなかった。
シーツ交換のため患者は歩行器で廊下に出たところドーンと音がしたため廊下に出ると歩行器が ・歩行器歩行患者の歩容状態の観察不足 ・歩行器の安全点検不足
前に倒れて患者が４っんばいになっているところを発見した。歩行器の前に体重をかけたところ歩
行器がたおれたと患者がいった。
シーツ交換時、ベッドサイドのイスに座ってもらう様に声かけし移動してもらう途中、患者がロッ
患者がイスに座るのを確認しないうちに作業してしまった。 患者のADLを把握していなかった。
カーの中に物をしまおうとして、フラついて尻もちをついてしまう。外傷・骨折などなし。
シーツ交換時、ベッドに横になっていた患者に声をかけ椅子に座ってもらった。シーツ交換後患者 患者のＡＤＬをきちんと把握できていなかった。93歳という高齢であり、歩行も不安定であったが、
に、ベッドに戻りますか？と尋ねるが、戻らないとのことより、そのまま椅子に座ってもらっていた。 身の回りのこと等自己にてできていたため、一人で椅子に座っていても大丈夫だと思い込んでし
その後、同室患者よりコールあり、訪室すると椅子の横に倒れているのを発見する。直ちに看護 まったため。転倒の危険を予測できていなかった。
師二人でベッドに戻し、バイタル測定する。バイタル異常なし。痛み問うも言われず。主治医に報
告すると経過観察とのことで様子みる。内出血等なし。
シーツ交換時、患者をストレッチャーに移動して、バルンパックをストレッチャーの下に掛けて患者 業務が多忙で早く終わらせようと焦る気持ちがあった目の届かない場所にバルンパックを置いて
を戻す際に、バルンパックの固定を忘れてそのまま移動させてしまい、バルンカテーテルが抜けて しまった
しまった。
シーツ交換時に、患者持参の電気毛布を床においてしまったことから患者が激怒、看護師の頭を 従来からトラブルの多い患者。病気からくるストレスが原因と思われるが、当方の接遇の悪さも問
平手で叩き、さらに金属製のベッドの柵を振りかざした。他の患者も怯えていたので、医師たちと 題点。
説得した。
シート交換中ベット柵がはずれ患者の右側頭部にあたった
ベット柵の取っ手が外れ内側に倒れた
ジエムザール＋５ＦＵを外来で動注する患者さん。シリンジポンプでジエムザールが終了し、三方 外来で同様インシデント3件目。三方活栓を止めてセイフテイーポートの使用を検討中であった。
活栓とニードルの接続部を緩みがないかの確認をして、患者は外出したが、帰院した際、逆血して
いるところを発見。すぐ、主治医にヘパリン、ヘパリン生食で洗浄してもらい、閉塞は免れた。
ジキトキシンとジゴシンを間違えて与薬した
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ジゴキシン(0.25)1/2Ｔを週3回（月、水、金）と服用すべきところを間違えて、２日続けて服用させて 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
しまった。 薬包に本来服用させるべき日付ではなく、間違った日付が記入されていたことによるミ
スと判明した。 その後すぐに医師に指示を仰ぎ、今後の服薬の指示を仰ぎ、明日本来投与する
ものは、しなくて良いということになった。 特に患者本人には、身体症状には問題なし。
ジゴキシン血中濃度測定が指示されていた。準備をしている看護師がジゴキシンを服用されてい 医師の患者ＩＤの押し間違い。指示を受けた看護師の確認ミス
ないことに気がつきカルテで確認したところ他の患者の間違いであることがわかった。
ジゴシン・ビオスミン ２×１（１０時・２２時）の内服があった。 始業時点検時、他の１４時の内服薬 内服薬指示書で薬剤と投与時間をしっかり確認したつもりであったが、１０時分を見落としていた。
には気付いたが、１０時の内服薬（ジゴシン・ビオスミン）に気付かず投与しなかった。 準夜スタッ
フが２２時投与時に１０時分の内服薬が残っているのに気付き医師へ報告。１０時分は破棄するこ
とになる。
ジゴシン０．１２５ｍｇを１包に１錠づつ入れないといけないのに１包に２錠入れ調剤した
細いところに数錠同じ方の手で持って入れていき誤って２錠入った
シスプラチン10mgの化学療法15回目の患者、血管確保後輸液開始2本目の化学療法時、冷汗あ ・患者の一般状態及び検査データり気分不良となる。患者観察下での治療実施のため、早期に発見できた。救急処置にて回復す
る。
ジスロマック錠の処方で「１回２錠 ３日分」とするところを「１回１錠 ３日分」とオーダーした。
薬品の標準的な用法・用量の知識の不足
ジスロマック錠の用法を１日１回にすべきところを「朝夕食後」にしてしまった
処方医の認識不足
ジソペイン・ムコスタを各１錠毎食後にＮＳが与薬する予定が、実施しなかった。
入院時に薬が病棟にあがり、内容・数など確認し、日付を記入し内服前のボックスに整理したが２
８日ではなく２９日分に誤って整理してしまった。また、ＮＳ管理ではなく本人管理に整理してしまっ
た。
シナジス筋注用５０ｍｇを溶解液０．６ｍｌで溶解し４０ｍｇ（０．４８ｍｌ）を使用する指示であったが
確認不足
１．０ｍｌで溶解し４０ｍｇ（０．８ｍｌ）を準備し医師に渡した。量が多いことに医師が気付き溶解液の
量の間違いに気付いた。
シネアンギオ室への定数補充として、静注用リドクイックシリンジ２％を払い出さねばならないとこ 薬品監査でも間違いに気付かなかった点。
ろ、キシロカインポリアンプ２％を用意し、渡してしまった。看護師より指摘があり、すぐに正しい薬
剤に交換してことなきを得た。
ジフルカンを調剤すべきところリファンピシンで調剤
棚が隣同士であった
ジフルカン分一夕の分が２５日までの残３錠のところ２錠残量であった
不注意
ジフルカン分一夕後９月１３日から１８日の処方あり与薬するが９月１７日夕後で全てなくなってい 分一夕後の処方箋が見にくく間違ったのでは
た
シプロキサン200mgの指示を300mg与薬。
確認不足
シベノール（５０）３Ｔ３×で調剤された内服薬を、服薬指導の際にも間違いに気付かず、患者に手 指導記録をよく確認せずに、作られた薬が正しいと思い込んでそのまま渡してしまった。
渡してしまい、３Ｔ３×のまま６日間服用してしまった。
シャワー後、更衣している際に患者からコールあり、イレウス管が、約１ｍ脱出していた。医師に連 患者への取り扱いの説明不足。
絡し、経過観察したが、処置はしなかった。

電話連絡のときは特に注意し、メモを取っておいたり、すぐに処理するようにする。
カルテの見直し 受け持ち当日前後の指示確認
間違えやすい薬剤の表を診察室に置くよう、薬剤師に指示した。
患者がベットに腰掛ける、または臥床するまで見守る。頭部CT施行するが異常所見なし。
・定期的な歩行器の安全点検 ・歩行器や歩行補助部を使用している患者の日常の歩容姿勢等
の観察を看護計画に立案と実施
患者の把握をする。 確認後に作業にとりかかる。
4点柵にし、頻回に訪室した。また、難聴で痴呆もあり、説明しても理解が難しいため、転倒のリス
クの高いような状況に患者を置かないように看護師が気をつけていく。 患者のＡＤＬを思い込み
ではなく、正確に把握し、介入する。
目に見える場所にバルンパックを置いて確認できるようにするナースに報告してバルンカテーテル
を再挿入してもらった
いかなる理由があっても、今後暴力を振るった場合は強制退院であることを患者に伝えると同時
に、当方も懇切丁寧な説明や患者の持ち物に対する配慮を心がけることにした。
ベット柵の点検実施 シーツ交換時ベット柵の取り扱いに対して注意を促す
三方活栓を中止し、セイフテイーポートに切り替える
ダブルチェックの強化 院外処方への変更
ジゴキシンだけ別包で処方してもらう。 薬を準備する際、薬袋をきちんと確認し、一日量及び日付
を何度も確認する。
医師は医師指示表に正確に鮮明な文字で記載し、患者ＩＤを確認の上検査伝票等を準備する。指
示受けの看護師は患者カルテとＩＤをもって医師指示表と照らし合わせながら確認する。
・内服薬指示書の確認を十分おこなう。・前日の経過記録も見て確認する。

１錠づつ入っているか確認しながら調剤する
・実施前の患者の一般状態の把握 ・治療中の観察
基本的な情報の提供
用法の特殊な薬剤についてのアナウンスを徹底する
確認をしっかり行う。
ＮＩＣＵは微量な量を使用するので溶解する前に確認を十分行う。初めて取り扱う様な物は医師に
確認してから行動する。
思い込みによる業務ではなく、決められたルールによる業務の徹底と、 定数表における薬剤名
の改善と表示場所の変更を実施し、間違い防止に努めた。
処方箋と調剤薬を二度確認
処方箋をしっかり見て薬を準備する
処方箋をきちっと書く
確認のルールを守る
薬を渡す際、最近変わった薬に関しては指導記録を見て、再度確認する。患者さんにも薬を一緒
に確認してもらう。薬歴と処方箋のチェック時は目で確認するだけでなく、指でたどりながら行なう。
患者へのイレウス管の取り扱い説明を再度おこなった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
シャワー室付近で作業をしていた看護助手が「すいません」という声を聞いて、声がする病室へ駆 これまでも何度か柵から足を出したりすり抜けたりしたことがあった。ベットからの転落が予測され ○／５、臨時他科受診にて、チューブ管理の問題点を報告。ボタン式胃ろう接続に変更していただ
けつけた。すると、患者様が柵を両手でつかみ床にしゃがみこんでいるのを発見したと報告を受け る時には、訪室を頻回にしたり車椅子乗車や、場合によっては抑制の指示を受け、安全管理に努 く。ベット柵の交換も行い、再発に対しての対応を行った。事故は起こる。という前提のもと、日常
る。私が訪室したところ、ベット右側に固定されていたウロバックから尿カテーテルが外れ、ちぎれ めていた。今回、患者は微熱があり、ぐったりした様子で、横臥していたため、「ベットから降りる｣と の業務を通し、危険因子をチェックして対応する必要があると感じた。
た胃ろう管の一部（Ｙ字管の先端部分）とコッヘルがベット上に残されていた。その後、以下を行っ いうことの予測が甘かった。また､ベット柵について体が抜けるほどの隙間があるという危機感を
た。１．ベットに横臥させ、尿カテーテルを接続。尿道口損傷の有無を確認。２．残存胃ろう管と破 持ちながら必要な対策ができていなかった。
損部分を伴創膏で補強。胃内容物吸引にて腹腔内へのはずれがないことを確認。３．Ｄｒに報告、
診察。以後、胃ろう管管理と観察について指示を受ける。４．ベット柵の交換を施設課に依頼。交
換。
シャワー中に眩暈を起こし脱衣室で転倒した。一時意識が消失した様子でお尻が冷たいと感じ意 観察不足 手術後初めてのシャワーであったのに看護師に連絡せずに一人で行ってしまった。
初めてシャワーをする時は患者様と相談して時間調整を行い、看護師が付き添う。
識が回復しナースコールがあった。血圧８４／６０ｍｍｈｇとやや低く顔面蒼白であったが５分ほど
で口唇色は戻った。ＣＴ検査を行うも異常はなかった。
シャワー浴の介助をしていた。寝衣を脱ぐ際，椅子に手をついて片足立ちになった時、ふらついて 入浴介助の基本原則を守っていないこと
安全な介助を再教育する
バランスを崩し頭から転倒した。ＣＴ，Ｘ－Ｐで異常なし。前顎部内出血見られた。
シャワー浴を済ませたあとに着衣介助をしていたときに、左腕を表皮剥離させてしまう。
業務、労働体制上の問題点
ADLの悪い人の介助を行う際には、一人で行わない。 物品の整理をよくする。
シャワー浴後、看護学生と共に車椅子からベッドへ患者様を移動する際、バルンカテーテルが抜 ・移動介助の方法が未熟であった ・バルンカテーテルに対する注意が不足していた
バルンカテーテル挿入中の患者様を移動する時の介助方法について 技術を学ぶ。
けてしまった。
シャワー浴後、詰所へ来て車椅子に３０分程乗っているが、本人倦怠感を訴え、自室へ戻す。ベッ 端座位が保持できていた為少し離れてしまったが、座位バランスを崩す危険も大いに考えられ患 患者がベッドに上がり、柵を上げるまではいつ倒れこんでもよい状況で患者の側につく。安易な判
ドサイドへ車椅子をつけると一人で立ち２、３歩歩いてベッドへ座り端座位となる。横になるように 者がベッドに横になって柵をちゃんと上げてから場を離れるべきであった。
断をせず、万が一のことを考え行動する。て
言うが、「少しこうしていたい」と１分ほど座る。端座位保持できていたため、車イス乗車時スタンド
にかけていた点滴をとり、ベッド上からぶら下がっている棒へ替えようとしていると、左側よりずり落
ちてしまう。ゆっくりと落ちたため衝撃は軽いと思われる。頭は打っていず。床と接触した面の皮膚
の変色や、痛みは訴えなかった。
シャント術後、1時間目・2時間目・4時間目・その後4時間ごとに測定の指示があった。準夜で17
シャント術後のバイタル指示は口頭で行われることがあり、準夜勤者が勘違いをした。 口頭指示 指示を受けた時に、予定測定時間を記録表へ記載し、申し送らない。 頭に記憶するのではなく、
時・21時に実施したため深夜は通常の8時間ごとで良いと判断し、深夜に申し送る。結果的に1時 メモの未使用。 術後観察には時間帯が決まっていないものがある。
記録表に記憶させる。 可能なものは術後観察の時間帯を統一する。
の測定、観察が洩れてしまった。
シャント造設後の観察ができていなく、シャント閉塞してしまった。
観察不足にて、異常を早期に発見できず。
シャント造設後の観察の必要性を再教育
ジュースを購入する為、階段を三段跳びで降りて中央部分で左側壁にぶつかって止まった。
左右にゆれながら歩行する為、バランスを崩して転倒する危険が高い。ゆっくり歩くよう、指導が 行動観察と患者様への指導を十分に行う。
不十分だった。
ショートステイ中の患者さんが、食後、病院駐車場におられるところを職員が発見する。
食後の見守りの徹底ができていなかった。徘徊等のある痴呆も受け入れているが設備的に整って 食堂から病室まで見守り、誘導する担当者をきめる。
おらず、構造上もいつでも出て行ける状況にある。
シリンジに溶かし準備されていたＭａチーブより与薬する内服薬を注入する際、A様の薬をB様に、 無意識に作業をした
一つ一つの行為が、様の生命に関わる仕事をしている事を今一度、しっかりと頭に刻んで原則に
注入してしまう。当直医に報告、経過観察。看護業務において３回確認するという原則を、慣れと
忠実に業務に当たります。 与薬・注射は原則３回確認することで教育を受けてきている。慣れ
それにより緊張感が薄れ疎かにしてしまった結果と思う。
に流されない看護業務を！！" "経口・経管による予約ミスは、注射に比べて 薬効が緩慢であ
り、その患者の健康状態に大きな影響を与える事がある。殆どが看護師の「確認ミス」「思い込み」
「慣れ」の単純なミスです。３回の基本確認を怠らない事です。" "
シリンジポンプアラーム音にて訪室すると、自己抜去していたので、再留置するも再び自己抜去し アルコール中毒による精神障害があったが、自己抜去の予測が不備だった
夜間は点滴を中止する。シーネ固定、頻回訪室
ていた
シリンジポンプで持続注射中の患者をベットでCT室に移送時にシリンジポンプの電源コードをエレ ベットの下に巻きつけたシリンジポンプの電源コードが振動で外れたことに気づかずエレベーター 移動時電源コードは外すか、確実に固定する。
ベーターのドアに挟んでしまい5分間エレベーターを停止させてしまった。
のドアを閉めてしまった。
シリンジポンプで滴下しているＨＡＭＰが４時間ほど停止のままになっていた。
・シリンジポンプの使用方法の理解がされていなかった。 ・滴下されているかどうか、基本的な
見回り時などにシリンジポンプでの点滴についてもラインを引いて、しっかり滴下していることを確
チェックがされていなかった。
認する。 シリンジポンプの開始ボタンを押したら、その後開始ランプが付いたかどうか、作動も確
認する。
シリンジポンプにて点滴を行う際に患児の母親と会話をしている間に、ポンプの設定を行うのを忘 会話に気をとられてしまった。 設定を行う際に確認作業を行わなかった。
手技中に患児の家族に話しかけられたりすることも多々あるため、手技の最終確認をしなければ
れてしまった。次に訪室した看護師がポンプの設定がされていないのを発見した。発見された時点
ならない。
から点滴を行った。
シリンジポンプのアラームが鳴っており訪室すると床に座り込んでいる姿を発見する。意識レベル 観察不足
術後ルート類の多い患者が新しい眠剤を使用したときは観察を強化する。 患者の状況を把握し
はクリアであった。頸部のCVルートは抜出しておらずクリトパンのシリンジが延長チューブから外
必要に応じて転倒ムシの使用を考慮する。
れていた。 当直医に報告し診察してもらう。事故直後はバイタルサインに変動なく神経学的所見
に異常認められないため様子観察となる。即座に外れていたクリトパンを再開する。転倒ムシを装
着、ルート類を保護し観察強化した。
シリンジポンプのシリンジの交換後、三方活栓を開き忘れ点滴開始時間が遅くなった。血中濃度 業務手順を理解していなかったため、必要のない三方活栓をクローズしてしまった。
交換時には確認を充分に行う。
に著変なく、医師の指示通り点滴を開始した。
シリンジポンプのぺルジピンを交換した。２０分後アラームがなり、３方活栓が開いていなかった。 確認不足 注意札をシリンジにつけているがみていない。
注意札をこえだし確認する。
シリンジポンプの開始のボタンを押せていなかった。３０分間施行できていなかった。
Ｗチェックに頼ってしまって、確認が不足になった。
再度確認の重要性を新人に教育
シリンジポンプの交換時に三方活栓をＯＦＦにし再開し忘れた。 患者への影響はなかった。
業務手順の確認。
再確認を充分に行う。
シリンジポンプの設定を０．５ｍｌに設定の所、０．５ｍｌアップと思い１ｍｌを１．５ｍｌにしてしまった。 指示の取り方の問題
指示の取り方の再教育
シリンジポンプの薬液更新後ルート内に空気の混入
観察不足
輸液の操作時には、その作業だけではなくルートも含めて観察を行う
シリンジポンプへシリンジをセットする際、押し子へのセットが不十分で薬液が投与されなかった。 シリンジポンプの作動状況の確認が不十分だった。
・勤務交替時、シリンジの投与速度．セット状況を確認する。 ・勤務中、薬液が投与されているか
残量のチェックを徹底する。
シリンジポンプを使用し、ハンプを毎時３ｍｌで静脈注射していたのを更新する際、誤ってペルジピ 慌てていた。焦りの気持ちがあり、確認の手間を省いた。
確認について再度教育。
ンを使用し更新してしまった。シリンジポンプの液切れのアラームが鳴っており、早く更新しなけれ
ばと思い、慌てていて注射伝票や指示簿を見ずに実施した。患者の点滴薬剤ボックスにはペルジ
ピンが入っており、それが患者に投与されていると思い込み、作成・実施してしまった。他看護師に
発見されるまで５時間ペルジピンが静注されてしまった。患者には特に異常なく、血圧も安定、尿
量も減少している様子はなかった。
シリンジポンプ使用患者の薬液追加時接続部の固定のテープをはずすと，シリンジの接続部分が ユートクバンで固定していたため接続部の観察が十分にできていなかった．
シリンジの不良？
欠けてるのを発見した．
シルバーカーにブレーキをかけずに着席し、声を掛けられブレーキ解除のまま起立、勢いがあっ シルバーカーを病室にて使い始めたが、その操作方法に習熟していないために本来なら見守りが シルバーカー使用にあたっては操作の方法の徹底、指導をする。見守りは特に立ち上がり、着席
たために前方へ転倒、両下腿、右ひざの表皮剥離。
必要であったが、ＰＴの監視、注意、指導が不徹底であった。
時に注意する。
シルバーカーを押して歩行してましたが、最近、疾患のため、排泄時ポータブルトイレに自力にて 排泄パターンがわからなかった。観察不足。
排泄パターンを知り、排泄誘導の声かけやナースコールで呼び出すよう声かけをしていく。
降りる他はベット上でADL状況であった。食事は５分粥でほとんど食べられず、点滴を行っており
ましたが、不眠のため、マイスリー5ｍｇを内服してい他が、同室者よりコールがあり、訪室したとこ
ろ、転倒しているところを発見する。経過観察となる。
シルバーカーを片手で待ち支えながらＰトイレをベッド側に自分で移動させようとして転倒される。 ご自分のシルバーカーであった事でチェックもれがあった
シルバーカーのブレーキが硬く自分ではかけられない状態であったのでブレーキの調整を行いブ
右顔面、腕、膝を打撲しシップ施行
レーキ指導および環境の整備を行いＮＳコールもお願いする。
シンチの造影剤を注射後、血管が細く腫脹・もれにより、検査が中止になってしまった。患者様に 造影剤を注射する際、手が冷たく血管がうまく見えなかった。
細く見えづらい血管のときは、翼状針などを使用して確実に施行すれば良いと思った。
特に異常なかった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
シンナー中毒にて緊急入院。病棟内を落着かなく歩き回る様子がありその都度注意をしていた
不可抗力
不審な行動のある患者はスタッフかんで情報を共有し注意を促す 医師と相談して病状に問題の
が、スタッフの目を盗んで離院。連絡がとれず自己退院する
ない場合は早期に退院の手続きを行う
じん麻疹に対し、クラリチンを処方するところを間違ってクレスチンを処方してしまった。
勘違い
細心の注意を払う
すい臓がんで、翌日手術予定であった。夕食から禁食の指示が出されていたが、食前の血糖測 ・通常のクリティカルパスでは、夕食摂取後から禁飲食になっている。 ・パスを逸脱した指示で
・通常と異なる指示の場合には、医師はその理由を明確に伝えると共に、看護師も指示を受ける
定は通常通りに実施した。その後、禁食であることを忘れ、通常通りにインシュリンを投与してし
あったが、なぜその必要があるのか指示を受ける際に確認していなかった。 ・医師は、禁食の指 際に確認する。 ・カーデックのページが変更になる際は、継続指示を新たに記載し、一枚ですべ
まった。２時間半後、投与禁食であることに気がつき血糖測定すると８５に低下していたため、医師 示を出す際にインシュリン中止の指示を出していなかった。また、指示を受ける際にも、インシュリ てが確認できるようにする。 ・指示を受けた際には、その後の処理を責任を持って行う。 ・禁食
に報告し砂糖水１００ｍｌの摂取で経過をみることになった。その１時間半後にも血糖値を再検する ンについては確認していなかった。 ・血糖測定は、測定患者をリストアップした処置版を用いてい であることが、誰がみてもわかるようにベットサイドに表示する。 ・患者への薬剤指導をしていく。
が７２と改善見られず、再度医師に相談して角砂糖２個なめてもらい、経過を追った。低血糖の自 る。禁食等通常と違う指示がある場合は、その板に表示することになっているが、されていなかっ
覚症状出現せず、早朝血糖値は９０とまだ低めであったが、手術は予定通りに実施された。
た。 ・カーデックスが３枚にわたっており、禁食の指示は３枚目、インシュリンの指示は１枚目、イ
ンシュリンスケールの指示は２枚目に記載されており、一連の流れで指示を確認することが困難
であった。 ・患者自身も、インシュリンの投与に関しては疑問を持たなかった。→インシュリンに関
する説明不足、理解不足がある。
スオード４Ｔ２×４日分の処方が２６日夕食後より内服開始になったが、２９日の夕食後内服分で 内服薬管理状況が不明確で、手順通りの業務実践ができなかった。 内服開始直後に外泊してお 内服薬管理手順検討中
終了すると、患者より申し出あり。内服薬は看護師管理としていたが、患者は２７日より２８日まで り、患者の理解が不十分だった可能性あり。 内服薬管理方法を変更したのであれば、看護師間
外泊しており、患者帰院後は内服薬が患者管理となっていた。内服薬の管理方法変更の記載が の情報共有ができていなかった。
なかった。
すぐにエアーを抜き、バイタルと患者観察し、主治医へ報告。要観察し、深夜勤務者へ報告し観察 点滴を依頼された際、新しい針にセットされている場合いつもエアーが抜いてあったので自分でエ 実施の有無に関わらず自分でエアー抜きをし確認する
を続けてもらうよう依頼した
アー抜きをせず確認が不十分だった
すぐに傷口の血液をしぼり出しながら流水で洗い、イソジン消毒をすると共に、担当ドクター･主任 不注意であったため ( いつもは、まず針から片付けるのであるが、この時は針
の存在への 針は使用中･使用後共に十分注意して作業を行なう
に報告した。
注意が抜け落ちてしまっていた )
すぐリーダーに報告し、ネオシネ１mg.ｉｖ施行。主治医に報告、DOAフラッシュし、UPし、血圧等改 ラインを換える際、基本のルーチンを怠ってしまった。
ラインを換える際、基本のルーチン（薬剤をひき、へパ生を流す）という処置を必ず行う。カテコラミ
善。レベル変化なし。
ンをつなぎ換える時は、かぶせて行うなど慎重にする。ルートの数が多い場合にカテコラミンなど
を交換する際は、リーダー等に報告して行う。
すぐ病棟看護師に転倒を連絡、処置を依頼する。
・車椅子で来た為、患者が歩けると思わなかった。（情報 不足・思い込み）・緊急検査が入ってい ・迎えが来るまでは、患者様から目を離さない。・ベットの改善。
た為、急いでいた。
AB氏が採血室に来る。（採血予定日は○/4）当日の採血予定者は7名、AB氏は当日採血の予定 確認不十分（名前、日付） 患者名の類似
検査予約日でない患者については担当部署に問い合わせを行う 誤認しやすい名前はリストを作
ではない。採血技師が対応し、AB氏の予約依頼伝票を受付に口頭で確認、前月28日予約のAB
成する
氏の伝票が届く。採血技師は名前を確認するもAB氏・AC氏を確認できず採血を行った。内科よ
り、AC氏の食後2時間後血糖採血の確認の連絡があり検査伝票の間違いに気付いた。AB氏の検
査予約日は○月4日、AC氏は前月28日であった。
スタッフが転倒しているところを発見し部屋に行くとロッカーまではいずっていた。柵を両サイド４つ ４人部屋であったが、他の３人とのコールをする状態の患者様ではなく、発見するまで分からな
ナースステーションから近い部屋に変更する。 危険であると感じたときは早めに車椅子等に移行
した折、ベッドも一番低くしていた。それを乗り越えて降りた様子。声をかけると幻覚を訴え、不穏 かった。 以前から危険行動があり、対策をしていたが４つの柵が逆に危険だったかもしれない。 し、活動の原因を究明し対処する。
状態であった。車椅子に移行し、ナースステーションへ移動する。バイタル測定するが変動なし、レ
ベル低下なし。
スタッフセンターに車椅子で座っていたが、スッタフが目を離した間に車椅子より立とうとし車椅子 スタッフセンターにスタッフが誰も居らず患者を一人にしてしまった。 しばらく寝たきり状態の方で スタッフセンターにいれば大丈夫だと安心せず、常に気にかけ状態をみる。 患者のＡＤＬを観察
のフットレストに足が引っかかり転倒した様子。物音がし、スタッフセンターに駆けつけると転倒して あったため、自力で立位になるとは思わず大丈夫だと思っていた。
し、どこまで動ける方なのか知っておく。
いるところを発見する。床に頭部を打ち右眉の上を2センチほど傷があり出血を認めた。意識状態
はいつもと特変なし。転倒時ＢＰ138/88・Ｐ102。来棟していたＤｒに状況報告し、診察後ＣＴ指示あ
り。傷口はステリーテープ貼り様子見る。 ＣＴの結果、異常無しとの事であった。
スタッフセンターの中まで歩行してこられる。本日体重測定にて来られた。体重計まで誘導する。 他の患者に気を取られていたことがいけなかったと考えられる。また、本人にふらつく時は無理に ・本人に再度自分で1人で動かないように話す。 ・看護師自身も、再度自分の行動を見直し、今
その間、他の患者に気を取られていたら、スタッフセンターのカウンターに頭をぶつけた。ぶつけた 動かないように説明する。ふらつく時・何かあれば看護師を呼ぶように声かけるように話す。
後につなげる。 ・患者に目配り、気配りをする。
場所は腫脹・出血見られず。本人も、特に痛みないとのこと。VS測定し、Dr報告し、Dr診察の元、
このまま経過観察となる。
すでに処方されていた夕の薬をまだ処方していないと思い重複入力
思い込み 確認不足
確認
すでに滴下されていたものに、数量の変更指示がされていたことを見落とし、そのまま追加してし 指示箋の見落とし
申送り時の確認作業の徹底、患者管理の徹底
まった。
ステラット滅菌の際、ガス用の生物学的インジケーターを準備した。滅菌が終了したので培養に立 新人等の院内事故防止教育の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
チェック体制を確認。
てようとして気づいた。
ストレッチャーで患者を搬送中、点滴棒が天井にあたり、ストレッチャーの一部が破損し輸液ポン 点滴棒の上端の位置が高すぎた。天井の高さを気にしていなかった。
低い天井部分を知らせ、点滴棒の設置する長さについて注意喚起した。
プがストレッチャーに寝ている患者の足元近くに落ちた。
ストレッチャーにて手術に出棟し、手術室ハッチにて移動しようとした際、点滴棒をはずそうとした。 ・右手一本で点滴スタンドをゆるめたため ・ストレッチャーが古いタイプのもので点滴棒の固定が ・両手で支えて点滴棒をはずす ・ストレッチャーの足側に点滴棒をつけておく
左手にカルテを持っていたため、右手だけではずそうとしたのだが、ネジをゆるめた際、点滴棒が ねじだけでされるもので受け皿がなかった
そのまま下におちてしまいかかっていた点滴ハッチが目にあたった。
ストレッチャーのハンドル操作が出来ないと同僚より相談を受け、シリコンスプレーを使用してみた 助手の間で、情報の伝達がしっかり出来ていなかった為、今回のような事が起きてしまった。
患者に関する事に限らず、助手が知っておくべき事は、助手の間で情報伝達をし、病棟内で危険
らどうかと提案しました。その後、新聞紙がしかれていない事に気がつき、第一建築の方に床を拭
な場所がなかったかなども話し合うようになりました。
いてもらうまでの間、床が滑らないような対応をするように同僚に伝えませんでした。私は患者搬
送の為、病棟を離れていましたが、戻った時、患者が床で転倒した事を聞きました。
ストレッチャーの胸部・腹部撮影にて診療科の入力を忘れた。フィルム整理時に発見されフィルム 確認の不充分
撮影時の確認確認画像での確認
上で修正し提出した。
ストレッチャーの入浴介助中に背部を洗う時、片側の柵を外し、もう１人の介助者に支えてもらい 初めての入浴介助で、早くしなければと慌てていた為、先のことしか見えていなかった。
初めての介助であり緊張をもって行っていたが、慌てることが多くミスとなった。２人で介助を行っ
ながら洗った。次に反対側を洗う為に柵を戻す時、患者の手の位置を確認していなかったため右
ているので、ゆとりをもって業務を行うよう、手順と共に改めて指導した。
腕の皮膚を挟み込んでしまい、剥離してしまった。すぐに医師及び看護師に報告し止血。入浴終
了後消毒実施。患者に謝罪した。
スパイナルドレナージの自己抜去
夜間不穏が強く体動が激しく点滴や、自動血圧計、フォーリーなどルートが多く自己抜去してし
準夜の勤務者から体動が激しいと申し送りはあった。しかしクモ膜下血腫 9日目ということでセデ
まった。
-ションなどはかけないという事で経過観察していた。ドレーン自己抜去後クランプし主治医に報
告、抜去してもらった。 不穏状態改善の方向でＡＤＬ拡大をはかるため本日より車椅子可の許可
がでる。 不穏が強い時などは主治医に指示をもらう、家族の協力をえる、訪室を頻回にするなど
の対策が必要。
すべての検査が終わった人間ドックの患者に、まだ検査の途中だと思い込み、カルテの散瞳の指 患者診療把握確認
医師の指示、カルテ、チェックシートの確認を声に出し、指差し確認を十分したうえで実施する。
示だけ見て散瞳してしまった。その直後看護師の指摘により間違いに気がついた。
スライディングスケールとインシュリン入りの持続点滴にて血糖コントロール中。21時にインシュリ １．すべての行為に対して、自己判断であり確認を行っていない。 ２．注射の手順（複数での確
１．注射に関する業務手順、疑問に思った時のカルテ確認など原則を厳守する。 ２．スライディン
ンを使用すると低血糖になるので同日より21時のみSS中止。21時は血糖測定のみと指示変更あ 認・カルテでの確認）が守られていない。 ３．言葉での申し送りであり、指示変更が正しく伝わって グカードの書き方を統一する。 ３．準夜業務手順を見直し、患者把握ができる時間・方法を検討す
り。日⇒準夜に申し送りしたが、準夜Nsは血糖チェック自体が中止だと理解した。しかし、21時にタ いない。 ４．スライディングカードの書き方が分かりにくい。（統一されていない） ５．行動が単発的 る。 ４．スライディングの指示は、できる限り分かりやすくシンプルにする。 ５．卒後教育・新採用
イマーが鳴り血糖の伝票があったため「中止と言ったのに聞き違えたのかな？」と思い血糖測定を で、エビデンスに基づいていない。 ６．病棟により夜勤の業務手順が違い、患者把握が十分行わ 者研修計画に、エビデンスに基づいた看護行為についての研修を取り入れる。 ６．看護行為の業
行った。BS⇒305と高値だったが、21時にインシュリンを使用すると低血糖になることを知っていた れていない。
務範囲について研修する。 ７．当事者については、思考過程の間違いについて一緒に考え指導
ので様子を見ることにした。しかし、血糖値が気になり23時に再度血糖測定を行った。BS⇒335と
する。
上昇していたため21時の指示だったヒューマリンR4単位施行した。
158

3482

3483

3484

3485
3486
3487

3488

3489
3490
3491

3492

3493

3494

3495
3496
3497
3498
3499
3500

3501
3502
3503

具体的内容
スライディングスケール使用し、血糖コントロールしている患者。夕方よりスライディング中止とな
り、インスリン量固定となっていた。日勤者より口頭で申し送られた。インスリンはフリーナースの
業務であるが、リーダーからの連絡や、注射伝票の記載がなかったことから、インスリン投与が未
実施となった。血糖測定版には「インスリン指示あり」と記載されていたが、処置が重なり多忙で
あったため、見落としてしまった。
スリッパを履こうとした際スリッパが滑りベッドから転落してしまった
スルペラゾン１ｇキット１００ｍｌを１３時に点滴静注する予定が、スルペラゾン１ｇキット溶解液のみ
を点滴静注してしまった。

背景・要因
改善策
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・口頭での指示確認をしない。必ず指示簿を確認する。・新しい指示は、リーダー・フリーナースが
点。
共に確認する。・インスリン伝票がなければ医師に記載を依頼する。

セファメジンキット静注指示のところ、同姓の患者のフルマリンキットを誤って静注してしまった。点
滴直後間違いに気付きすぐに抜針。ＶＳ（ＫＴ３６．２、ＢＰ１１６／７２、Ｐ７４）、アレルギー反応の有
無を確かめた。医師・上司の指示にて経過観察となった。
セファメジンキット本日まで朝夕であったが ２号用紙は本日まで１号用紙は２２日迄の書き移しミ
ス
セフォタックス補充・点検の際、病棟からの返納と考えられる使用後バイアル（残液３CC程度・黄
色に変色・また、針を刺した痕跡もある。）が発見された。病棟の特定等は出来ない。
セフゾン１００ｍｇ１Ｃを朝食後に内服により与薬する予定が、違う患者に与薬してしまった。

静脈注射をする前の確認を怠った。

名前の確認を、声に出して確認。点滴方法、点滴内容を確実に確認して行うよう指導した。

夕方に抗生剤施行していないのに気付く

点滴準備時指示受け時しっかり確認する事

病棟からの返納 返納受領時の対応

病棟からの返納 返納受領時の対応 の各強化

深夜ナースが朝の与薬準備をし、患者に与薬するはずのセフゾンを他の患者のトレイに入れた。
先週、その患者もセフゾンを内服していた為疑問に思わず持っていったが、昨日でセフゾンは終
わったはずとナースに申告があったため、ナースが確認にもどった間に内服してしまった。看護師
整理のセフゾンを内服している人全てのゴミを調べたところ、与薬されていない人がわかり、本人
にも確認が取れた。
遅出ナースとダブルチェックで与薬車より出す時に、印を出すのが面倒だったため最後に出そうと
思い引き出しを締め、出し忘れた。
他ナースと二人で与薬車よりダブルチェックしながら、夕分の薬を出していった。与薬車の右上棚
にあるカテ薬は後で行おうとの声かけに同意し、とばしていった。その方法はいつもと違うやり方
であった為、左上→右下の棚まで薬を出し終えたところで終了したと思ってしまった。そのためカテ
薬がセットされず与薬されなかった。
１２月２０日０時５０分頃、深夜看護師と朝の与薬準備をした。Ａ様のセフゾンを薬杯に入れるつも
りが、他の患者の薬杯に入れてしまい朝食後内服した。
準夜フリーと深夜フリーでダブルチェックして薬を出していた。２名でセフゾンを１錠出して残数を数
えて、患者の薬杯に入れたと思い込んでいたが、実際は他の患者の薬杯に入った者と思われる。
患者のフルネームを指差し確認したかどうか自信がない。

与薬セット時、ダブルチェックしているが、お互いを信用しきちんと名前の確認が出来ていないた
め、名前・薬・量・時間等きちんとダブルチェックする。確認などで患者のもとを離れるとき、薬も一
緒に持ち帰るべきだった。自己管理練習中の人の名前の薬札はひっくり返すか撤去する。与薬方
法の変更（現在検討中）

スリッパは 滑りやすい
気を付けて移動するように声を掛ける スリッパは滑るため移動時靴を履いて貰う
即入院の患者様で、病棟に入室してから１３時４５分までに手術室に入室することが決まってい
ダブルチェック時は他の作業を中断してダブルチェックに集中して行う。溶解が必要な薬剤は溶解
た。術前処置がたくさんあるなかで抗生剤を１３時までに終わらせなければと慌てていたため、与 されているかどうかもダブルチェックする。３度（薬剤準備時、与薬直前時、与薬直後）のダブル
薬時のダブルチェックがおろそかになった。ダブルチェック時は薬品名と患者名を患者本人の前で チェックを徹底する。
注射処方箋を見ながら行ったが、薬剤と溶解液がしっかりと溶解されているかという点は確認しな
かった。また、ダブルチェックした看護師も患者の術前処置を行いながらだったため、ダブルチェッ
クがしっかりできていなかったように思う。また、準備時・与薬直前時・与薬直後のダブルチェック
が実施されていなかったと考える。
スルペラゾン１ｇキットの点滴オーダーが出ていた。薬剤部から間違ってペントシリンがデリバリー 思い込んでいるため確認作業が不十分となってしまった。 思い込みで作業をしていては何度
オーダー用紙または注射ワークシートと薬品を二人で声をだしてチェックすることを徹底する。
されてきたが、病棟でチェックしているにも関わらず気づかずペントシリンを実行してしまった。準 チェックしても機能を果たさない。チェックの仕組みの問題あり。
夜の手術番ナースが抗生剤の間違いに気づいた。
スルペラゾン１ｇキットを夕方点滴により与薬する予定が、同姓の他患のスルペラゾン１ｇキットを 急いでいる中でダブルチェックをベッドサイドで行った際、薬剤名・量は声に出したが患者名は名 フルネームで常に確認し声に出してダブルチェックを行う。
与薬した。
字のみであった。
スルペラゾン１ｇを１９時から２０時に点滴与薬する予定が、実施しなかった。
当日は一度の指示であった。テストしてリーダーに報告したものの、抗生剤を準夜フリーに依頼忘 与薬時間と物品の準備を最後まで責任持てなかったため、今後は確認行動を充分にとっていく。
れをしてしまった。
スルペラゾンキット１ｇを朝点滴する予定がなかったが、実施してしまった。
当事者ＮＳがステントが中止になった際に翌日の点滴をよけておかなかった。深夜ＮＳが注射箋 処置が中止・延期になった場合、注射はわかりやすいところに延期になったことを明記しよけてお
チェック時に点滴が施行されることに気付かなかった。施行ＮＳが申し送りを集中して聞くことが出 く。
来ず、ステント挿入が中止になったことを知らなかったため、実施時疑問に思うことができなかっ
た。
スルペラゾンキット１ｇを朝点滴施行時にキットを溶解して与薬する予定が、キットを溶解しないで 早出が準備した点滴がすでに溶解されていると思い込み、点滴施行前のダブルチェックでは、薬 ダブルチェック時には、点滴を手に取り溶解しているかどうかもチェックしてから施行するよう心掛
生食のみ実施した。
剤が溶解しているか確認しなかった。
ける。患者の元へ行き、施行前・施行後も確認する。
スローケーが処方されて内服開始となったが、１回２錠であったのを１錠だと思い込み与薬してし 確認不足（Ｗチェックをしなかった。）
Ｗチェックを必ず行う。
まった。（看護師管理）
スロンノン２０ｍｌをスロンノン６Ａ＋ＳＴ３ ２００ｍｌが持続で行っているので中止する予定が、スロン 入院をとり、指示受けをしたのだが途中で変更があり、変更のものを実施したがその日のスロンノ 変更があった場合、また最後に点滴のチェックを行うようにする。内容がわからなければ、側管か
ノン２０ｍｌを片付けずに置いてしまったのでつめてしまった。実施はされなかった。
ンをしまい忘れ、準夜の人が詰めてしまい、危うく患者様に施行するところだった。
ら入れていいものかわからないので、必ず記述するようにする。
スロンノンの24時間持続点滴がつながっており、側管からグリセオールとラジカットをつなぐ予定を 部屋もちの看護師が点滴がなくなっているかどうか確認し忘れた。注射係も本人が知らせてきてく 部屋持ちの看護師は部屋を回ったときに、注射係の看護師は注射を見回ったときに、お互いに確
していた。注射係がまずグリセオールからつなぎ、横にラジカット入りのボトルをかけておいた。グ れると思い、注射を見回ったときにも確認し忘れていた。
認しあう。
リセオールが終わっていたことに気づかず、結局午前中にいくはずのラジカットを16時につない
だ。主治医に報告し、夜の分のラジカットの時間を遅らせていくこととなった。
スワンガンツカテーテルを入れる際カフにエアーを入れてロックすることを忘れていた。以前行った 数回しかしたことないのに再度確認せず、行ってしまった。しっかり手技を確認していなかった。
使用する前にカテーテルの確認と手技を確認すべきであった。
ときは、ロックしていないと勘違いもあった。。
スワンガンツカテーテルを本日抜去予定の患者であった。医師とともに抜去する前にもう一度ゼロ 10時くらいにゼロ合わせを行った時は、深夜勤務と同じくらいの値で、マイナスの値も現れていな ラインや、身の回りの整理をする。 訪室時には必ずラインの接続まで目で見て、手で触って、声
合わせをした。しかし、ＣＶＰの値がマイナスをあらわしており、医師とともに疑問をもちつつ何度か かった。11時以降ギャッチアップをしたいと言われ、看護師に見守られながら行ったが、ギャッチを だし確認する。 ギャッチアップする際、した後は、必ず確認し、患者にも説明しておく。
ゼロ合わせをしたが、原因が分からないため他の看護師を呼んだ。他の看護師がラインをたどる 戻す時には、看護師はいなかったためその時にラインがひっかかり外れた可能性がある。 また、
と、ラインとラインの接続が外れていた。シーツに少量の出血とヘパリン生食がみられた。著明なＶ ダブルチェックの際、目だけでのライン確認になっており、接続がきちんとされていたかという事を
Ｓの変動は見られず、その後予定通り抜去した。
手では確認できていなかった。ラインや、血圧計、ＳＰＯ2計などがきれいに整理整頓されていな
かったのも原因の一つだと考えられる。
ゼストロミン錠就寝前を朝で調剤
思い込み調剤
分包時に処方箋の用法確認して調剤
セタプリルとカルデナリンが各々1錠分２で１４日の処方がされていた。そのため各々を２８包作ら 知識不足とルール違反と思い込み
半錠を作る際は必ず分包する包数を処方箋上に記載する。
ないといけなかったが、１４包ずつしかつくらなかった。
セデーション中の患者であった。隣りの患者のケア中に呼吸器のアラームが鳴ったために行くと気 観察不足
セデーション中でも危険行動を予測して観察する。 セデーションの必要な患者様にはしっかり行
管チューブを自己抜管していた。
う、中途半端なセデーションは行わない。
セパセル使用し輸血する際、操作をあやまり点滴筒をいっぱいにしてしまい。
操作知識不足
説明書を事前に熟読する。知識・技能の習得
セファメジン１ｇ＋ＰＳ２０ｍｌを１０時頃に静脈内注射にて与薬する予定が、セファメジン１ｇ＋ＰＳ１ 確認不足のためにおこった。つめている時、ＰＣ指示表をみて「キットでバイアルじゃない」と思いな 何度も確認する。おかしいと思った時は特に確認する。自分を含めすべて疑い再度確認していく。
００ｍｌを１１時に静脈内点滴で与薬実施した。
がらも再確認しなかった。
セファメジン１ｇキット１００ｍｌを手術室入室３０分前に点滴により与薬する予定が、術後の与薬に 手術前に実施すべき事柄についての確認が不十分であった。また、学生が入室時の申し送りを見 自分で作成したチェックリストへ加える。チェックリストは、入室前と準夜帯への申し送りの前に必
なってしまった。
学するということに気を取られ、緊張でいつもは決して忘れないことが頭から抜けてしまっていた。 ずチェックするよう努める。
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3505

セフゾン１００ｍｇ１錠を経口与薬する予定が、実施しなかった。
セフゾン１００ｍｇ１錠を与薬する予定が、実施しなかった。
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セフゾン１００ｍｇを朝食後に与薬する予定が、他の患者に与薬した。
セフゾン１錠を８時に内服与薬する予定が、他の患者に内服与薬してしまった。

3508
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順番どおりに出すべきだった。
後で行う場合、箱を抜くか棚をはっきりと抜いておくべきだった。与薬車よりセットする場合は上→
下にとばすことなく順番に行うべきだった。最後にセットされたところを見てカップ内に薬が入って
いるか確認すべきだった。
薬を準備するとき、薬札と薬杯の名前を何回も確認する。声に出していう。
基本どおり、名前を声に出して指差し確認しながら準備していく。最初は確認をダブルで確実に
行っていたが最後まで目を離さず確認を行う。
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具体的内容
背景・要因
改善策
セフゾンカプセル１００ｇ（３Ｃ）／３Ｘを１１月２８日から毎食後与薬する予定が、１１月２７日に毎食 泌尿器科Ｄｒ指示のものであり、慣れていないため、計画書のコピーをとり、カーデックスにつけて 日付を記入する際、患者様に渡す際、ダブルチェックが必要であった。今後与薬当日にわたし説
後１日分を実施した。
いたが薬袋に日付を記入する際、投与日と内服開始日の確認をきちんとしていなかった。（コピー 明することが、重複内服を避けることにつながると思う。
の日付、枠の数えまちがいで、１１月２８日よりと記入すべきところを２７日と記入してしまった為、
その担当者に思い込ませる要因を作ってしまった。
セフゾンカプセル１００ｇ（３Ｃ）／３Ｘを１１月２８日から毎食後与薬する予定が、１１月２７日に毎食 泌尿器科Ｄｒ指示で１１月２７日まで抗生剤点滴、その後２８日から内服に変更指示になる薬がす ダブルチェック、確認をしっかりとする。
後１日分を実施した。
でに２６日に処方されていた。カーデックスで内服説明と記載され、日付を確認しないまま、私自身
が２７日から変更になると思い込んで説明してしまった。
ゼリーの発注を忘れる
在庫管理不足
発注書の確認を必ずする
セルクトメニュのメニュー名を間違えて掲示し、患者への聞き取りも間違えたメニュー名でオーダー セレクトメニュー打ち込みのコードを２コード使用。 思い込みと確認の不足が問題。
患者にダイレクトにご迷惑が及ぶような事柄は特に確認を徹底して行ない、ミスの再発に努めま
をとった。（正＝海老天盛り・誤＝エビフライ）その為ご紹介したのと違う食事を提供してしまった。
す。 ダブル・トリプル チェックが必要ですね。
ミスは配膳前に発見したので各病棟師長に報告し患者に説明、陳謝にまわった。ミスの第一の原
因は確認不足でした。
セルシン１／２筋注指示に対し、１A吸った注射器で『半筒』と言って渡され、すでに半筒と思いこみ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
連絡・申し送りの内容を正確に徹底
全量施注した
セルシン３錠分後４回処方し 土曜日なので自分で調材した ２ｍｇの製剤２日分と５ｍｌの製剤 薬棚のセルシン２ｍｌと５ｍｌが隣同士に並び注意 と書かれている ２ｍｌの棚から６錠分をとりも ｍｌの異なる製剤がいくつかあり ｍｌに注意 と注意を促すテープが貼ってあるが数字の色を赤
２日分を誤調材し薬袋に入れ 病棟看護師に渡した そのまま患者本人に渡され患者本人より２ う一度２ｍｌの棚から６錠分を取り出した ２ｍｌの棚に５ｍｌの錠剤が誤って返却されていたと思わ に することによりさらに注意が促されると思う
ｍｌと５ｍｌの剤型が混ざっていることを指摘された
れる シートに ５ と書いてあるのを確認せずに薬袋に入れた ２ｍｌの棚にあるのは２ｍｌと思
い込み確認が不十分であった
セルシンを筋注する際、シリンジと注射針の接続が外れ、必要量の薬液を注射できなかった。
注射実施前の器具の確認足
注射実施前に、シリンジと注射針の接続を再確認するよう徹底する。
セルタッチの用法を「貼付」にするところを「塗布」とオーダーした
オーダリングの問題
薬品によって決まっている用法は自動的にオーダーされるようにシステムを改善する
セルタッチを「貼付」で指示すべきところを、「塗布」でオーダーした
オーダー画面の問題
オーダー画面を見やすく整理する
セルベックス４２カプセルのところに３２カプセルしか調剤しなかった
業務上の問題
検薬の際、薬袋から出して数を確認する
セルベックスの指示をセフゾンを調剤
思い込み
似ている薬品は特に注意する
セレネース１錠、アキネトン１錠、バルネチール１錠を昼と夜の指示であったが、朝に与薬した。与 確認不足
確認手順の徹底
薬後の確認時に気が付いた。
センサーナースコールをすり抜けて、室内の洗面所で洗面しベッドに戻ろうとして転倒
観察不足
患者に合わせて対応策を実施
センサーマットのコールで訪室すると、ベッドサイドの床に尻をついてベッドの下を覗いていた。本 ・患者への理解のさせ方 ・見守りの強化
夜間、頻回に訪室し、覚醒の有無を確認する。 ナースコール指導を行う。
人は靴を探していると話していた。自力で立てないので、介助によりベッドへ移動する。 ＢＰ１４２
／８０。臀部・腰部・両膝は外傷、発赤なし。入眠される様子がなく、独語著明。ナースセンターで
様子を見る。
センタークラブ終了後、他の患者様に混じってエレベーターに乗ってしまう。エレベーターを降りた 通常時よりスタッフが少なく、役割分担がしっかりと行なわれていなかった。
役割分担をしっかりと行い、確認を怠らない。
ところで偶然いたほかの作業療法士が発見し、本人に声かけする。本人は間違えてしまったとの
事。
センターの介護員が夕食のご飯をつぎ分けるとき、タワシの断片が混入しているのを見つけた。 洗浄不足、確認不足亀の子タワシを使用していた
亀の子タワシの使用検討洗浄後再確認をする
センター循環器内科受診の患者カルテに他の患者のＥＫＧを貼付した。そのまま診察が行われ、 ２次受診と３次受診の用紙は区別されている（２次：グリーンの用紙 ３次：白色の用紙）。資料の 検査データの管理方法を手作業でカルテに貼付するという方法から、もっと効率よい方法に変更
他の検査結果と合わせて判断した医師から心筋シンチの指示がでた。 心筋シンチ施行中に医師 おき場所も離してあり、健診番号も違っていたが、思い込んでしまったことが原因である。 診察し していきたい。 Ｗチェックを行う。
から間違いを指摘される。 検査はそのまま続行された。
た医師・介助した看護師も見落とした。
センター前歩行中、バランスを崩して転倒する
観察不足
廊下や食堂への目配りをする
セントラルモニターの血圧計のマンシェットが破れていて、血圧の値が低くなり、それにあわせて降 確認不足
機器は点検したから使用する。値の変化が見られた場合いには､別の血圧計で測定する
圧剤を減量した
センナリド錠42Tを32Tで調剤
多数調剤していたので注意力が落ちていた
監査へ渡す前に再度確認する
せん妄あり皮下注射の針を自己抜針してしまう
患者の状態に応じた投与経路の検討
患者の状態に応じた投与経路の検討
せん妄あり離床センサー設置の方であったが、足浴後物品片付けにて退室した間、離床センサー 離床センサーのスイッチを入れなかった
ルートを長くする
スイッチOFF、室内歩かれ皮下注射の針が抜けてしまった。
せん妄状態の患者であり、ベッド上では転落の可能性があったため、車椅子に乗せていた。立ち 転倒防止策として、車椅子に乗っている時は、上半身をシーツ又はひもで抑制するとチーム内で 転倒防止策の徹底看護師間で業務の調整をし、患者から目を離さないような体制にする
上がる動作が時々見られたが、他の処置の為その場を離れ、患者を一人にしてしまった。その後 ケアの統一をしていたにも関わらず、それを怠ってしまった。看護師間（準夜勤務者）の情報交換
医師が、患者が床に倒れているのを発見し連絡を受ける。患者は一人で立ち上がり転したと考え が不充分だった為、この患者の転倒リスクの認識が薄かった。
られる。バイタルサイン、意識レベルなど異常は認めず、外傷・打撲なく、担当医師に報告、診察
し、様子観察となる。
そう病と痴呆の既往のある患者さんが、申し送りの為看護師が目を離した間に、無断離院した。病 注意がたりなかった。
夜間帯からそわそわした様子が見られ、多弁であったため夜間声掛けを行い、患者の行動に注意
院中を捜したが見つからなかった。 患者を発見したと近所に住む方から連絡あり、患者の発見と
していた。日勤帯となり看護師の人数がふえたことで安心してしまったような気がする。 もっと注
なった。
意を払い、患者の様子を観察するべきであった。
ソセゴン７．５ｍｇ検査前に病棟で投与するはずが、投与されず検査終了後Ｘ線室で投与した
夕方の入院であり、外科入院で経験したことのない指示受けだった。指示をきちんと確認する間も 指示を確かめる。指示には重要と赤印が押してあったのを見逃していた。そのため準備が遅れバ
なくバタバタと処置をし（一応ダブルチェックをしたが）処置に降ろしてしまった。前投与を硫アトだ タバタとしてしまった。処置を行う時はあらかじめ頭で処置の内容を思いえがいたり、知っている人
けと思い込んでいた。注射箋が無かったが、外来かどこかにあるのか後で出してもらうのだろうと にたずねる等の事が必要だった。忙しくても指示をじっくりとまず読む。業務はあくまでもマニュア
思い込み、指示票だけしか見ていなかった。病棟で再発行する必要がありダブルチェックの基本 ル通りに行い、おかしいと思ったら解決するまで追求する。
を焦っていて忘れた。
その時患者様は昼食をデイルームで食べておられた。当日の介護担当者は食後薬を準備し、開 教育の問題と考える
当事者はいつものように介助していた。この患者は常には昼の薬が出ていない方であったが，こ
封せずに容器に入れ手の届かないところにおき、他の患者の食事介助をしていた。しばらくして、
のときは臨時薬が処方された時であった。又今まで食事が終了していないとき、近くに置いてある
近くのＮｓに声を掛けているのを見かけたので、どうしたのか尋ねると「クスリ（フイルムごと）を飲ん
薬に手を出しフイルムから出していないものを飲み込むような事をする方ではないと思っていた。
で引っかかった」と訴えられた。 主治医よりキーパーソンの長女に電話報告した。丁度来院予定
職員間でも、最近痴呆が進んでいるとは話し合っていても、このような場面は予測していなかった
であったとのことで４０分後に到着された。電話で状況説明していたが、再度内視鏡による摘出が
ので具体的な対策・実施はされていなかった。 デイルームでの食事介助は現在１人（患者５人）
必要であることを説明。長女は便に出るのではないかとも言われたが了解していただき、Ａ病院へ
で行なっている。介助量の多い方は３人である。薬は開封せず１回分個人容器に入れ、テーブル
も同行願った。翌日回復状況の説明をしたが、費用を当院で負担したことに対するお礼の言葉や
において置き食後服薬介助している。 本件を機に介助量と配薬・服薬について以下の改善を行
職員に迷惑をかけたと感謝の言葉をいただいた。
ないます。 １、デイルーム用容器を用いる《蓋付）該当患者様の個人容器に配薬したものをふた
つき容器に入れデイルームに持参する。服薬前に開封し、各患者様の近くに準備する。 ２、介助
量が患者のレベルダウンにより増えたときは、病棟で介助し、デイルーム担当者の負担軽減を計
る。
その日の夕食のメニュー（果物）を腐敗防止のために、配膳の直前まで冷蔵庫に入れておいた
情報の伝達の問題と、確認の問題点
配膳前に、メニューを確認する。 普段と違うことをする場合は、情報伝達を密に行う。
所、実際の配膳に出すのを忘れてしまった。
その日は２人手術があり、白板に書いた手術出しの時間が入れ替わっていた。（A氏はONコール 確認不足（白板記載の順番を習慣にとらわれ、確認が充分でなかった。）
転記しない。 WEBからの翌日の予定表を印刷し白板に貼る。 患者名時間を確実に確認する。
でB氏は９時15分出し予定）A氏を9時15分に手術出しをしてしまい、手術室より指摘され気付く。そ
の後B氏は10時10分に変更し無事手術は終了した。手術予定は前日の夕方に患者名、前投薬、
手術出しをWEBの掲示板をもとに白板に転記している。白板には、早い人から左側から書く習慣
だったが、その日は右側から書いてあった。以前手術出しの時間の変更を気付かなかった為、深
夜勤務者のフリーが再確認し、WEB確認済みのマグネットをつける事を決めていた。その日も行っ
ていたが、患者名、時間の確認が不十分だった。
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具体的内容
ゾビラックス500mgの指示に対し、用量の確認を怠ったため、250mgと勘違いをしたまま、3回確
認、そのまま施行してしまう。夕方、薬剤の員数確認の際、指示の半量しか投与していない事に気
づく。
ゾビラックス錠（200）が1日3回 1日4錠 4日分で処方され、用法用量に疑問をもち医師に疑義照
会を行ったところ、1日5回 1回1錠 5日分に訂正され再発行となった。調剤者に再調剤してもら
い、十分に確認しないまま1シート（１０錠）不足で患者様に渡ってしまった。翌日患者様より錠数が
足りないと連絡があり、当事者が謝罪し、不足分を払いだした。
ソリタＴ１をソリタＴ３と勘違いして施行してしまった。 医師に指摘され施行しなおした。
ソリタＴ１をソリタＴ３と勘違いして施行してしまった。 医師に指摘され施行しなおした。
ソリタＴ３ ＋ビタメジン１Ａ という指示だったが、準備の際、カートからアミノフリード（夕方にいく
分）を出してしまい、それにビタメジンを混注し施行してしまった。
ソリタＴ３ ５００ｍｌ「２Ｖ」２回の指示のところ、ソリタＴ３ ５００ｍｌ「１Ｖ」２回で投与した。処方箋の
「２Ｖ」のところを見落とし、１日２本維持と思い込み伝票に手書きで投与時間を割り振った。患者
様の入院時間が１６時過ぎのため、その当日分と翌日分は看護師が用意をした。用意する前に主
治医が来棟しており、３本で持続と思い込んでいた私は医師に「アミノフリード１本と数えて３本
キープでいいですよね？」と聞いたところ「はい。それでいいです」との返答もあった。結果割り振ら
れた通りに施行された。２日間過小投与の結果となった。
ソリタＴ３ ５００ｍｌを朝６時のポンプ再開時に時間５０ｍｌで自動ポンプにより与薬する予定が、時
間６０ｍｌで自動ポンプで実施した。

背景・要因
指示書の用量まで確認しなかった。指示書の右端部分まで確認しなかった。

改善策
医師に気づいた時点で報告。次回来院時、患者にその旨を説明する予定。 カルテと伝票を照ら
しあわせ、内容、用量、方法など気をつけたい箇所にアンダーラインを引き、思い込みをなくす。そ
の後、間違いがないことを認識した上で、3回声を出して確認、施行する。
処方箋の再発行に時間がかかった為、これ以上患者様を待たせないようと思い検薬を簡単にして 多少時間がかかっても落ち着いて確認を行う。薬局でのダブルチェック機構がどのような状態であ
しまった。
るか調査し、指導する。
薬品の確認不足。
薬品の確認不足。
注射業務時のマニュアルの逸脱

伝票と薬品との確認をしっかり行う。 確認は必ず声を出して行う。
伝票と薬品との確認をしっかり行う。 確認は必ず声を出して行う。
マニュアルの遵守を指導した

点滴を出す際に２名チェックをしたがどうが曖昧。確認ミス。思いこみ。

薬剤を取り扱う際のマニュアルの徹底。医師が注射オーダーを出す際の時間指示を細かく入力。
１日トータル輸液量で入力するようにする。

患者の点滴滴下速度が日中より６０滴から５０滴へと変更になっていたが、ワークシートと点滴表
は６０滴のままであり、自分の版にも６０滴と記入していた。注射箋を見て確認すると滴下速度は５
０滴となっており、準夜リーダーに確認し５０滴に変更になったことがわかる。追加分の点滴準備
の際、準備することに気をとられ、自分の版の滴下速度を書き直すことを忘れてしまう。巡回の際
も自分の板に記入した滴下速度と実際の輸液ボトルの記入、ポンプの滴下速度をきちんと照合せ
ずに巡回していた。朝６時の点滴ポンプオフの際、注射ワークシートを出力したものの、持参せず
に実施してしまい、自分の版で確認したことで、患者の敵下速度を６０滴に設定してしまった。その
際もきちんと輸液ボトルと設定速度の照合ができていなかったと思う。
ソリタＴ３Ｇ５００ｍｌ／４Ｈで施行していたが、○／７の深夜勤務帯で点滴を準備していたところ点滴 確認不足（Ｗチェックしたにも関わらず発見できなかった。）
内容が前日昼１２時からＫＮ３Ｂ５００ｍｌに変更されているのに気付いた。
ソリタＴ３Ｇ５００ｍｌにアンペック２Ａを混注した点滴ボトルをトレイに入れて、次に他の患者の点滴 患者の事を他の看護師と話しながら行っていた。 確認不足
の準備をするためにアドナ１Ａトランサミン１Ａをシリンジに吸薬し混注したが間違ってアンペックを
入れた患者のボトルに入れてしまった。
ソリタＴ３にビタメジン。５％ＴＺにフェジンを調合するところ、５％ＴＺにビタメジンとフェジンを調合し 看護師としての資質の問題と第三者からみると同僚との関係性も悪いと報告を受ける。
た。他の看護師に間違いを指摘され注意を受けても改めなかった。
ソリタT３の指示をソリタT１を施行してしまった。
小児科指示はソリタT1のことが多く思い込みしてしまった。
ソリタＴ３の中に，パントシン，ラシックス，ＫＣｌを混注することになっていた．パントシンを混注し，そ 注入前・注入中・注入後・ベッドサイドでワークシートと照らし合わせるようにしていた．注入前はＫ
の後，シリンジにラシックスを２ｍｌ吸い上げ，ソリタの中に混注しているときに，ワークシートを見た Ｃｌが半分であることに気付いたが，ラシックスは見落としてしまっていた．声だし確認ではなく目で
ら，混注するのは１／２Ａであった．気付いて手を止めたが，すでに１．５ｍｌ入ってしまっていた． 見て確認していたため，漏れてしまった．

点滴の滴下速度を合わせる際には、必ず注射ワークシートを持ち実施する。自分の版に転記した
内容では転記ミスがある可能性がある。点滴準備の際は、注射箋の内容と、自分の版に転記した
内容が正しいか確認する。見回りのときは、輸液ボトルとポンプ、自分の版の内容が正しいか照
合する必要がある。点滴の滴下速度を合わせる際は、自分で記入した内容で確認することは転記
ミスがあるかもしれないことを意識し、注射ワークシートで確認する。また。注射ワークシートを出
力した際は、そのシートが本日の日付であるか、変更の指示があった場合はその指示の後である
か、指示簿とも照合して確認する必要がある。
Ｗチェック者も責任を持って行う。
点滴を準備する時は集中して行う。
係長、師長、リスクマネジャー、当事者で話し合い指導する。
声だし確認する。
声だし確認を内服だけでなく，点滴の際も行うようにする．確認のタイミングは今までのように４回
確認を続けていくようにする．

ソリタＴ３を２０/hでというオーダー。８時の時点で１５時まで入っているのを発見。医師に報告し、 点滴速度を速めた後の確認が出来ていない。
そのまま２０/hで続行となる。
ソリタシミズ１０００ｍｌ、ダカルバジン７２０ｍｇを４時間で点滴により与薬する予定が、ソリタシミズ５ １２時３０分治療交換で、１２時２５分に点滴を作成していて慌てていた。周囲も忙しいととらえ中途
００ｍｌ、ダカルバジン７２０ｍｇを４時間で点滴により与薬実施した。
半端な頼み方のダブルチェックをしてしまい、最終的につめる確認を一人で行ってしまった。溶解
は見てもらいつめると伝えた方法が大変悪く、ボトルの確認を怠ってしまった。

点滴の速度を調節した際には必ず頻回に確認を行う。ほかの処置があったとしても部屋の前を通
る際には点滴に目をやるなど、管理をしっかり行う。
慌てて昼休みに入り、慌てて出てきたときに作った事が悪く、常にどこかで落ち着きを持ち、一呼
吸おく事を忘れないようにする必要がある。治療内容について、ダカルバジンが常にどの様な量で
溶解されているか把握する。中途な頼み方をせず、ダブルチェックを守る。（忙しいときであっても）

ソリタシミズ５００ｍｌ＋アドナ＋５０ｍｇ １Ａ＋１０％トランサミン１ｇ１Ａ、硫酸アトロピン０．５ｍｇ１／ リザーバー入れ替えのため、前処置の点滴がよけられていた。また、点滴内容はカーデックスに
２、ソセゴン１５ｍｇ１／２Ａをリザーバー入れ替え前に点滴と筋注で与薬する予定が、実施しな
記入されていたが、放射線科の指示票ばかり見ていて点滴があることに気付けなかった。しかし、
かった。
指示票には前投薬入力済みとなっていたが、薬剤のチェックのところばかりに気がとられ、事前の
点滴はないと思い込んでしまった。
ソリタックスＨにヒュ-マリンＲを５単位混注してある主管に、ソリダクトン２００ｍｇ１Ａ混注するという ソリダクトン２００ｍｇが配合変化を起こすという知識がなく、点滴の観察を十分に行えていなかっ
指示がでて、１６時その指示とおりに行った。混注後１時間後までは変化が無かったが、１８時に たため。
準夜のスタッフが点滴内が混濁し、沈殿しているのを発見する。
ソリタとデカドロンの指示を事務が注射箋に同じ枠内に記入し看護師が点内にデカドロンを混注し 業務手順の確認、診察室での言動について確認をする。
た。別の看護師がカルテにデカドロンは側注の指示があるが既に入っていてボトル交換を医師に
尋ねるが薬効は同じとのことでそのままとなる。そのやり取りを母親が聞いて後日、不信、不安の
訴えとなる。
ソリタ水２００ｍｌを与薬しない予定が、経管栄養で実施した。
同室者がソリタ水が開始となったばかりで、その患者は０時にいかなくて良いと知り、ワークシート
を見て０時に他に２人ＮＧが行くと思い込み早くに準備をしていた。もう一度、実施前にワークシー
トを確認するべきだった。ワークシートには日付を入れて小さい字で中止中と書き込んであった。

見落としてしまう可能性があるため、指示受けした看護師は（気付いた看護師も含め）カーデックス
ではなく（他科の指示は）ケアプランシート、指示票に直接書き込んでカーデックス内に綴じておく
と見落としが少なくなると思う。

ソル・メドロール０．５ｇ＋ＮＳ１００ｍｌ ＤＩＶのところ、ソル・コーテフ５００ｍｇを間違えてセットした。
病棟看護師が誤りに気付き、返品された。一人監査にて起こったミス。
ソル・メルコート注１２５ｍｇ２ｍＬを調剤するつもりがソル・メルコート４０ｍｇ２ｍＬとしてしまった。
ソルコセリル1A１日１回ルート１０日間の指示を１日２回と伝票に書き間違えてしまい３日間実施し
てしまった。
ソルダクトン２００ｍｇを１１時に静脈注射により与薬する予定が、ソルダクトン１００ｍｇしか実施し
なかった。

注射払い出し監査ミス

配合変化がある無いにかかわらず、訪室ごとに点滴の滴下・残量・性状などを確認し、異常があ
ればすぐに報告するようにしていく。 配合変化の起こしやすい薬剤を使用することが事前に分
かっていれば、変化に早く気づけるように観察を行っていく。
カルテを確認して点滴の準備をする。患者の前での言動は慎重にする。

中止になったときに、ワークシートの記載は、消してあれば防げたかもしれない。

2度監査の徹底。

電話連絡を受け急いで調剤したため、あわててしまいました。
注射伝票に転記する際、確認を怠った。 指示欄に他の注射指示もあり思い込んでしまった。

落ち着いて声出し、指指し確認をする。
指示受付をする時は声出し確認をして転記する。 伝票へ転記後もう一度確認する。 薬剤部から
薬品などを受領した時には指示内容の確認をする。
薬剤準備したあとダブルチェックをしているが、その際自分は処方箋を読み上げ、もう一人が準備 ダブルチェックの際は処方箋と薬剤を必ず二人が見比べて行うようにする。
した薬剤を見ていた。その際に「ソルダクトン２００ｍｇ」と読み上げてももう一人が見間違いをする
とダブルチェックの意味がない。
ソルダクトン２００ｍｇを２０時に静脈注射で与薬する予定であった。与薬準備の際に１００ｍｇしか 準備されているため間違いないと思い込んだ。点滴を詰めていて、この患者はソルダクトン２００ｍ ダブルチェックしたが、確認不十分であった。
溶解していないことに気づいた。（実施せず）
ｇだったはずではと思い、確認し気づいた。
ソルデム３Ａ４６０ｍｌにウロミテキサン１８００ｍを入れる指示であったが、ソルデム３Ａ５００ｍｌに溶 確認不足
量がいつもと違う指示にはチェックマークをいれ、わかりやすくする。
解してしまった。順や看護師がきづいて、作成し直しした。
ソルデム３A500mlを一日3本実施の指示を2本で終了していた。準夜勤務終了時に発見。患者様 配属5ヶ月の経験で、職場に不慣れであった。
個人の注意喚起に留まる。現在検討中。
に変化はなかった。
ソルデム３ＡＧ500ml+10%Nacl10ml+ネオＭＶＩ0.8ｍｌ+ＭＶＩ0.8ｍｌ+メドレニックシリンジ0.3ｍｌを50ｍｌ/ 血管が細くたびたび点滴を入れ替えしなければならない乳児であった。右足に点滴を挿入されて 点滴の組成を考慮しおかしいと思ったらすぐ抜針する。
Ｈで輸液していた。10時頃点検時、軽度腫脹しているかと思ったが滴下は良く逆血もあった。1時 いたがよく動かしていた。
間30分ごとくらいに観察した。14時15分観察時、逆血はあったが腫脹していたため抜針した。発赤
あり。主治医に腫脹し抜針したことを報告した。発赤が続いていたため、17時30分主治医が再度
点滴挿入時、診察してもらい指示あり、リンデロンＶＧ塗布し、冷罨法をした。
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具体的内容
背景・要因
ソルデム３Ａの指示からアミノフリードに変更されていたが注射ワークシートには両方でており他看 思い込みがあり、注意深くカルテを見ることができていなかった。
護師によりアミノフリードが消されていた。カルテを見て確認もしたが指示を見落とした。
ソルデムにメイロンを混入する予定のものを、誤ってメデイジェクトK２０ｍｌを混入してしまった
他患者の注射薬を近くに置いていたため、詰めるときにトレーを使用していなかった、確認不足
ソルメドールを至急で使用するため注射薬品室まで走って取りに行き、処方箋と確認し患者のもと 病室の入り口のネーム、患者のベッドネーム、リストバンド、本人に名前を名乗ってもらうことを
へ行き、ベッドサイドで点滴と患者確認をせずに側管よりつないだ。すぐに他のナースが点滴の間 怠っていた。なぜこの薬剤が投与されるのかをきちんと把握していなかった。食事の時間になって
違いに気づき患者誤認していることがわかった。主治医に報告し微量しか体内にはいっていない いたため早くしなければと気持ちがあせっていた。
ので問題ないと言われ経過観察するも著変なし。
ソルラクトＤの指示がカルテに記載してあり、指示票も印刷しカルテに挟んであった。ソルラクトＤ 点滴患者が多く、自分自身も慌てていた。確認時に声に出すことなく、自分でソルラクトＤと思い込
の指示をソルラクトと思い込み、ソルラクトにプリンペランを混注し間違いに気付かないまま点滴を んでいた。
実施した。点滴終了後も間違いに気付かず、常備よりソルラクトを使用したため薬局よりソルラクト
Ｄが1本多くあがってきてインシデント発生に気付く
ソレデム３ＡＧ200mlのオーダーであったが、薬剤部でソルデム３ＡＧ500mlの払い出しをした。受け 思い込み ダブルチェックの漏れ
取った看護師が違いに気づいた。
ソレトン、ムコスタ２T/2X1の指示であったが、3T/3ｘ1だと思い込み患者に内服の説明をする。患 ソレトン・ムコスタは３T/3ｘ1で処方されることが多いため、思い込みがあった。処方箋を流す時に
者もその説明どおりに内服する。内服切れ日に他のナースが、指示と飲み方が違う事を発見。主 指示書と処方箋の確認をしたのに関わらず、確認不十分であった。
治医に報告する
ターゲスを施行していた患者の昼前結果が低血糖状態であった。医師へ報告する前に医師が来 上司、スタッフ間へ情報提供のあり方。 データに対する病状認知不足。 医師からの指示受けミ
棟しデータ確認し、診察した。その時の指示が取られておらず、夕前のインシュリンが中止されず ス。
に施行されていた。
ターミナル期で疼痛コントロールのため麻薬のテープ（デュロテップパッチ）を使用している入院患 ・スタッフ間の連絡・確認方法の問題 ・薬剤に対する知識不足
者の腹部の超音波検査の際、デュロテップパッチがエコー画像上アーチファクトになると思い
デュロテップパッチを患者に確認して「交換日だからはずしても良い」といわれたため麻薬扱いと知
らず本来交換する時間より早くはがしてしまった。
ターミナル期の患者様、癌性疼痛でアンペック使用中であるが、夜間Pトイレへ行こうとして一人で ・危険度２であり予測が不足していた ・麻薬使用中であり、意識レベルの低下が考えられる
動きPトイレの側で転倒された
ダイアライザーと抗凝固剤が隣の患者のものと間違えてセットされていた。そのまま透析を開始し ・医療・歯科医療用具（機器）・医療材料の採用や保守・管理の問題点。・業務手順・ルール、
た。透析開始時のチェック忘れ。
チェックの仕組みの問題点
ダイアライザーと抗凝固剤が隣の患者のものと間違えてセットされていた。そのまま透析を開始し ・医療・歯科医療用具（機器）・医療材料の採用や保守・管理の 問題点 ・業務手順・ルール、
た。透析開始時のチェック忘れ。
チェックの仕組みの問題点
ダイアライザー準備時にｍ2（膜面積）違いの物を準備する。準備表を確認し発見する。1.0ｍ2と 準備表の確認不足と思い込み
1.3ｍ2
ダイナミックＣＴのためルートを取り、ダイナミックＣＴ用のエキステンションチューブのところを、延 耐圧チューブを接続するよう指示はあったが、忘れていた。
長チューブを接続してしまった。結果、圧に耐えられず造影剤が洩れてしまった。
ダイナミックＣＴを受けるため生食でルート確保し点滴漏れなかったが、圧をかけて造影剤注入で 採血と同じ場所のため、圧をかけることによって漏れた？血管がもろい高齢者
漏れがあった。ルートの部位は直前に採血したところだった
タオル交換のためリネン庫から３７枚出した。するとそのうちの９枚が髪の毛がついていたため取 消毒された清潔なタオルなのに髪の毛がついていたのでは、衛生管理の意味がない。業者の管
り除いた。２０：２５、ナースコールがあり、「タオルを開いたらながーい髪の毛が出てきましたよー」 理が不徹底。
と、患者様から訴えがある。すぐに取り替えさせていただく。「注意してください。クリーニング屋さ
んに言って下さい」とのこと。
タオル交換の時間に患者様にヘッドギアを着けないで廊下に出てこられ、足元が不安定だった。 タオル交換の声かけをする前に患者様に帽子をかぶってくださるよう、促すべきだった。

改善策
なぜ重複して出ていたかを考え２つの指示を発見するようにし、そのを考える。
点滴を詰めるときは１患者ずつ行う、確認をする
どんなに忙しい時でも基本的な患者確認を怠ってはいけない。忙しいときほど気持ちを落ち着け
確認を丁寧にすると心がけるようにする。
確認時には声にだして薬液を確認し、カルテと照らし合わせる。

チェックの手順の遵守
カルテ・処方箋を指差し、声だし確認をする。思い込みを捨てる。
ルールを守る。
時間管理をしている麻薬は誰が見てもわかるように明記をしておく。特に当日検査の予定がある
場合は誰が見てもわかるようにテープに交換時間などを明記しておく。 超音波の検査の技師に
ついても 病棟スタッフ・医師に確認をするように徹底する。
・夜間のPトイレ使用時は看護師を呼ぶように説明する ・麻薬使用中に患者については観察を密
に行なう ・危険度の見直しを行い、転倒･転落防止プランを検討する
・ダブルチェックの徹底 ・チェック表を使用する
・ダブルチェックの徹底 ・作業手順マニュアル、チェック表を使用する
準備表の確認の徹底
何のためにルートをとるのか、これでいいのか自問しながら確認していく。
必要性の考慮、採血があってすぐ検査の場合はルート確保もいっしょにする
タオルの使用時一枚一枚開いて、確認する。業者に気をつけていただくよう伝える。

すぐに部屋まで連れて着用していただいた。ベッドを離れる時は必ずヘッドギアを着用するよう、説
明、また、言われたことも忘れてしまうので見かけたら声かけする。
タキソールの治療前のベナ錠の内服が行われていないことを１週間後の治療開始の時に気がつ カルテにベナ錠の記載はあったが、実際は処方されていなかった。治療開始する時、カルテは確 ・オーダリングの中にタキソールとベナ錠をセット化する。 ・各診療科で、タキソールの投与方法
いた。
認したが、ベナ錠の現物がないためすでに服用したものと思い込んでいた。
が異なっているため、今回の事例をきっかけに標準化をする。
タキソテール注８０ｍｇのオーダーを８０瓶とオーダーした
オーダリングの問題
あり得ない処方量にワーニングをかける
タケプロン内服が夕後与薬の指示だったが、朝後の与薬箱に準備していた。深夜のＮｓが準備し タケプロン内服を朝後と思いこんでいた。準備中、処方箋との確認が不十分だった。
処方箋と確認し準備した。自分の知識で思いこまない。原則を守る。
ていて気づいた。
タゴシット２００mgの注射箋に同効果薬の塩酸バンコマイシン注射薬が入っていた。投与前に看護 薬剤部での調剤時には、２名の薬剤師が確認・照合し、照合印もているが、いずれもミスが発見で 確認・照合の確実な実施がされていないことについて、当該のリスクマネジャーから注意喚起がな
師が間違いに気づいた
きなかった
された
たこつぼ心筋症、心不全にて入院中の患者。SGカテーテルが右内頚静脈から挿入してあり、その 毎時間ポンプの流量と実際に減っている薬液の量を確認していなかった。点滴更新時に声だし確 必ず点滴更新時には声だし、指差し確認を行い、勤務中ダブルチェック時以外でもカルテ、指示
シースからヘパリン2ml/H、ソルラクト40ml/H、プレドパ8ml/H、ラシックス0.5ml/Hの流量で流れて 認、指差し確認が出来ていなかった。
表、ポンプを合わせて間違いのないことを確認する。病室訪室時には毎回ポンプが間違いない流
いた。日勤と準夜のダブルチェックでは確かに上記の流量であったが、深夜とのダブルチェックの
量で作動しているか、また、流量にあっただけ薬液が減っているかも確認する。
時にソルラクト60ml/H、ラシックス0.3ml/Hとなっている事に気づく。Drが変更した可能性が高いた
め、翌日Drに確認することとなる。
タッチセンサーがずれていて､患者が前のめりに倒れている、ところを発見
タッチセンサーの設定位置が不適切
タッチセンサーの位置は訪室時に適切であるかを確認する
タバコの誤飲の子供を当直者の判断で７時３０分から９時まで待たせた事。 幸いに中毒症状はで 外来診察は９時になっているため、診察前に病棟回診等もしてしまう。 胃洗の準備やドクター
ドクターコールの順番等の方法を確認した。 時間外で対処するべきと思います。
なくて良かった。
コールをしてもつながらない。
タバコを取りに行く為、すぐ近くの自宅まで無断で外出をし家族から連絡がはいる。病識が無く、安 病識・理解力が乏しい患者で、入院時オリエンテーションを確実に行われていなかった。
離院が考えられる患者の情報を各部署で共有する。 離院した場合の捜索手順を作成した。
静守られていなかった。
タバコ購入目的で離棟
患者状態観察不足
喫煙開始となり、落ち着いている
ダブルチェックをしたが注射薬２００ｍｌを１００ｍｌにするのを忘れ、そのまま他の薬剤を混入してし ダブルチェックの時に薬剤のｍｌまで確認できていなかった
ダブルチェックのときには,薬名、量まできちんと確認して詰めるときにも再度確認する.
まった
ダブルチェックを依頼されたが、他の事に気を取られており、スケールのみダブルチェックし固定イ ダブルチェック時にしっかり確認がなされていなかった。死亡退院あり、処置、お迎えの準備等に ダブルチェック時は落ち着いて、指差し呼称にて、確実に確認する。しっかりと2人の目で確認する
ンスリンがある事を見落としていたため、インスリンが投与されなかった。
気を取られていた
ようにする。
ダブルチェック時、点滴をつめる時にハベカシンが２Ａのところを、１Ａしかないということを見落とし ダブルチェック時、点滴をつめるときに確実な確認が出来ておらず、見落としていた。
ダブルチェック時は、指差し呼称・二人でしっかりと確認することの徹底
ており、半量しか溶解せず、実施してしまった。
たまたまリハビリの前を通ったらリハビリＰＴよりわーかーにて歩行練習するように言われ、歩行練 高齢者は油断できないため転倒するということを頭にいれてなかった。
高齢者は油断できないため転倒するということを頭にいれ介助する。
習２回ほどしエレベータのところで転倒してしまう。
タリビッド眼軟膏の用法を、「塗布」ではなく「点眼」でオーダーした。
オーダリングの機能の問題。薬品に対して用法は決まっているので、選択させるのは本来はナン 薬品のマスター上に用法まで入力出来るようにオーダリングを改善する。
センス。
タンスの上のものを取ろうとして衝突
患者への説明不足
低いところに置くよう説明する
チーズ禁のところにスライスチーズをつけた
確認不足
一覧表のコメントの確認と禁止コメントを献立に忘れずに記入する
チームリーダーに依頼され、胸腔ドレーンの抜去を介助する。抜去後、医師より翌日のレントゲン 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
口頭での指示出しをしない。（必ず指示はカルテ記載するよう医師に呼びかける）処置内容につい
撮影と退院許可の指示を受けるが、リーダーへの処置の報告・記録を忘れる。また医師は、口頭
ては、その看護援助含め記録・報告の必要性を徹底する。
の指示であり、レントゲンの照射依頼箋の記入せず。翌日、患者が退院後に医師よりレントゲンの
有無を質問され、撮影されていないことが判明し、外来でのフォローとなった。
チームリーダーは他の業務が混在していたため解熱剤を依頼された。渡された薬袋には解熱剤と 当日は病棟がワックス掛けのため療育棟に移動し環境が煩雑していた。薬袋に解熱剤と抗痙攣 与薬時は3回の確認を徹底する。環境が変わるときには、薬袋に薬剤名を記載するなど細かい点
抗痙攣薬が入っていたが解熱剤だけと思い挿入した。熱が下がらないため確認したところ抗痙攣 薬が入っていることを明記されていず、看護師同士の情報、確認が不足していた。
まで充分な注意を払う、また確認を強化する。
薬であったことに気づいた。
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具体的内容
チームリーダーをしていて、中止薬の指示が出たため投薬ファイルで支持を遂行したとき、前日の
夕食後の内服投与の確認のサインがなく、前日の配薬者に確認したところ投薬ファイルが箱に無
かった事を伝えられた。前日定期処方があり、セットを頼んだが忘れ、ファイルが投薬ファイル箱
になかった事にも気づかなかったと聞き医師へ報告す。
チエナムキット１ｇ×２ の指示が出され、注射伝票を薬剤部へ提出する。薬剤師がチエナムキット
０．５ｇ×２を病棟へ補給した。 看護師もそのことに気がつかず、そのまま実施した。 ２日後、別
の薬剤師が補給の際、間違いに気がついた。 キット製剤であればチエナムは本院には０．５ｇし
かないので医師の指示内容はあり得ない内容である。
チエナムキット５００ｍｇを１９時から２０時に点滴により与薬する予定が、チエナムキットを溶解せ
ず生食１００ｍｌのみ１９時に点滴した。
チェンバー中にマスキュラックス４mg投与し、１０ml／Hで鎮静を図っていた。指示書に記載がなく
他の補正量（カルチコール）が変更されていたため作り直した。その際マスキュラックスの記載が
ないことに気付けなかった。指示書の再確認の際発見した。
チモプトールＸＥ０.２５％点眼薬処方のところ、チモプトールＸＥ０.５％点眼薬を調剤。患者がいつも
のものと違うことに気付き使用はしなかった。調剤薬監査も行なっていたが見過ごしてしまった。
チューブ（ＭＳ、Ｂa）ＤＩＶ 気管切開中の患者で、セデーション使用していた 表情すっきりしてお
り、患者の抑制を外していた チューブの必要性理解されているようであり、はずした状態ですごし
ていたが自己抜去されてしまった
チューブが体交台にひっかかってＪバックの接続部ではずれているところを発見。ドレーンは１針
かかっているので、開放ドレーンとして経過観察となった。
チューブの長さを確認せず、経管栄養を行うため、ＮＧチューブの位置を確認する際、音のみを聞
き、チューブの長さを確認せずに、そのまま経管栄養を施行してしまった。その後Ｘ－Ｐ撮影を行っ
た所チューブが少し浅めであるということが分かり、チューブの位置を直してもらった。患者に異常
はなかった。
チューブ造影に、他の看護師が準備した造影剤と抗生剤を撮影時に注入し撮影を行った。Ｄｒから
もう一つの薬剤はと聞かれ伝票を確認すると他の抗生剤が記載されており薬剤間違いに気付い
た。
デュプリバン開始から１日以上過ぎていたがルート交換していなかった。他の看護師がきづいた。
デュロテップパッチから塩酸モルヒネのＩＶＨへの混注に指示変更された。メインに塩酸モルヒネを
混注下が、パッチを剥がすのを忘れた
デュロテップパッチの貼り替え日に指示を見落とし貼り替えなかった。
デュロテップパッチ交換日の為、張替えに行くと貼用中のはずのものがなくなっていた。毎日各勤
務帯で貼用中事を確認していた。６：００までは前胸部に貼っていた事が確認できている。 周囲を
探したら８：００に交換した汚染したオムツの中から発見された。
チラージンＳ(25)に同(50)を調剤。翌朝、患者より電話連絡。残薬がなかったため至急配達する。
つじつまの合わない言葉なども見られたが、対策を講じておらず眼を離した隙に胃管抜去
つたい歩きをしている途中、しりもちをつく
ツベルクリン反応液をインフルエンザワクチンと誤って注射してしまった。

背景・要因
看護師が管理する薬剤のうち夕食分は遅出の担当者が配薬ファイルを持参し配薬するが投薬
ファイルの入った箱にファイルが無かった場合無投薬の自己を起こすリスクが高い（遅出業務者
が看護師管理で内服投与する患者を把握していない場合。）

改善策
看護師管理で投与する患者を毎日遅出業務担当者がワークシートの時間処置からピックアップし
て把握する。万が一投薬ファイルが箱に返却されていない場合でも気がついて無投薬が防げる。

・医師が抗生剤のキット製剤に関する情報を熟知せず指示を出した事 ・薬剤師が指示内容の間 ・薬剤部より、抗生剤に関する情報を発信する ・医師は確実な指示内容を記入する ・薬剤部は
違いに気がつかず、補給した事 ・看護師が指示量の抗生剤でないことに気がつかず、そのまま 補給の際、ダブルチェックを確実に実施する ・看護師は準備･実施･実施直後確実に確認する
実施したこと ・抗生剤に関する情報が医師に十分伝わらない現状
生食とチエナムの薬剤を溶解したつもりでいた。実際に実施するときにも確認せず確認が不十分 その時、その時で抗生剤などは溶解したかどうかを必ず確認する。
だった。
指示書が新しいページであったため、Wチェック時も気付かなかった。鎮静はしっかりはかれてい 指示書の再確認は十分に行う
たため疑問をもてなかった。確認不足
チモプトールＸＥ０.５％点眼薬の方がよく使用されるため、０.５％に意識がいってしまったようであ
る。
患者の心理状態の把握が不十分であった 頻回に訪室していたが、手術患者の帰宅と重なった
時間に自己抜去されており、観察が不十分であった 挿管チューブが抜去となり、安易な気持ち
があった
患者の体動が激しかったのが一因。しかし、ゆるみを十分もたせるなどが必要であった。

規格確認の徹底を促した。複数規格ある薬剤（内服薬も含めて）は多いため対策に苦慮している。
自己抜去後、両上肢抑制した 抑制以外での方法（ミトンなど）の検討
接続部の強固な固定。 ドレーンチューブのゆるみをもたせる。 観察の強化

確認不足

常にどのようなリスクがあるのかを考えながらケアする。 ドレーン・チューブの確認時は位置確認
も必ず行う。

当該チューブ造影はいつもは溶解剤、造影剤、抗生剤の混注で行っていたため、準備した看護
師、検査についた看護師も伝票でチューブ造影と記載されていたのでいつもの薬剤のパターンだ
という思い込みがあり薬剤名は確認してなかった。
ルート交換時間が分かっていなかった。
新人看護師への指導、教育の不徹底 カーデックスにパッチは止めと記入していなかった

薬剤を準備する濾器は指示伝票を手に持ち準備する。２人でダブルチェックを行う。医師に薬剤を
確認するまで混注しない。
業務ワークシ－トに交換時間をオーダリングするか記載する。
何故そうするのか根拠に基づいた指導の徹底をする パッチ止めとカーデックスに記述する

確認不足
本人の認知不足。手の届く所に貼っていた。１、２日前からせん妄、幻覚が出ていた

指示シートを確実に確認する。
背部に貼る。 主治医に用法について考慮してもらう

思い込み。
確認の徹底。
観察不足 確認不足
ベッドサイドから離れなければならない場合の対応を検討して実施する
患者観察不足
瀕回の訪室
・情報の伝達・連携の問題点 医師が看護師に口頭指示をしてしまったことが主要因。薬剤部が 文書による指示の徹底と確認の励行。
間違ったもの。 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 医師も看護師も思い込みで確
認を怠った。
ツムラ大健中湯１日６包、分３で６日間で処方されていたおり、総量３６包のところに１８包しか出さ 携帯端末の表示画面の確認を怠り、処方箋の投与量と日数をみて１８包と思い込んでしまった。 必ず、携帯端末の画面で総量を確認して払い出す。
なかった。
ツルースの薬液を入院注射処方箋を見て２人で確認し、シグマート４８ｍｇを生食２０ｍｌ×２本で 指示簿の具体的量を確認しないで、処方箋のみで行動した。
指示簿の具体的指示を確認すること。リーダーは再確認のために用件を伝えて注意を促す。
溶解し、ツルースセットし、カルテの医師指示簿で確認した際、生食２４ｍｌにて溶解する指示で
あったと気付き、指示量より１６ｍｌ多く希釈してしまう。
ツ反の指示があったが、経験がなく、確認不足で0.1mlを皮下注射した。
自信がなくて声だし確認はしているが、正確に確認していないため周囲の反応はなく検査基準の 経験がないなど知識や処置に自信がない場合は、基準･手順などで確認し、処置行為などは他の
確認をしないで皮下注射してしまった。
スタッフに声をかけて確認し実施する。
ティーエスワン２５ｍｇのところに２０ｍｇを調剤してしまった。
複数の規格を採用していること。
複数の規格があることを意識させるような表示の工夫。
ティーエスワンカプセル２０ｍｇが医師より処方されたが、２５ｍｇが調剤され、入院中の患者のとこ 調剤後の確認を確実に行わなかった点。
本人に反省を促がし、更なる注意をもって業務を遂行するよう反省を促した。
ろへ薬が渡ってしまった。すぐに正しい薬を調剤しなおし、薬局長と当事者薬剤師が患者のベッド
サイドへ行き、深くお詫び申し上げると共に、主治医、師長、主任、患者より申し受けた看護師に
謝罪とお礼を述べ、事故の経過を伝えた。
ディールームで食事後、薬がないことを患者から指摘された。服薬介助必要者に食膳に封を切っ ディールームでの食事している患者への配薬の方法が決まっていない。
手順の確認。
てお膳の上に準備していたが、その時誤ってごみと一緒に捨てた可能性あり。患者に渡っていな
かった。直ぐに準備し内服してもらった。
ディオバン ２錠／２×３０日分の処方で、薬の監査時に正しくは６０錠のところ、３０錠と確認不足 処方の内容について思い込みが強く、確認不足であったこと。
十分な確認を実施していくこと
のまま薬袋に入れた
ディオバン、アルダクトン各２０ｍｇ、２５ｍｇをＭａチューブより与薬する予定が、ディオバン、アルダ ディオバン、アルダクトン処方され、同じ薬袋に入っていた。中に患者名とそのうしろに５とかかれ 薬包に番号でなく薬名を入れてほしい。申し送りを徹底する。
クトン各４０ｍｇ、５０ｍｇをＭａチューブより与薬した。
た薬包が２つ、６とかかれた薬包が２つ入っていた。そのためディオバンとアルダクトンが別々の
薬包に入っているのかと思い、日勤リーダーに「それぞれ１包ずつ与薬するのか」確認し「１包ず
つ」と申し送りうけ、５番と６番の薬包を１包ずつ与薬した。薬袋には１日１回１日分と書かれていた
が、上部に手書きで○月２３日から○月２５日朝までと書いてあった。
デイケア活動でラジオ体操を行っている時、バランスを崩し右側へ転倒された。
バランス不良の患者様に介助不十分のまま体操をさせた。 情報は伝えていたが、認識が甘かっ バランスの悪い患者様については、側にスタッフが付く。 座位で体操をしていただく。
た。
ティッシュを異食し、窒息する。
観察、確認不足
口を動かしている時は口の中を確認する．おやつ時は見守り、嚥下の確認をする。
ティッシュを捨てようと洗面所まで来たがふらつき、手すりにつかまっていたところを発見する。異 患者状態把握
ベット柵の間のダンボール続行、徘徊センサー設置、止むを得ず必要時は保護帯使用する。
常なし。
ディプリバンキッドを更新後、外筒をシリンジポンプに確実にセットできていなかった。時間注入量 確認不足 機器のセッティング不良時のアラームがならなかったこと（感度・機能の不足）
確認の強化
は指示通り注入されていた。シリンジ外れのアラームもならなかった。シリンジの固定状況を観察
していた次の勤務交代者が気づいた。
ディブリバンで鎮静中であったが意識レベルもクリアで危険行動も見られなかったため、抑制等は 観察不足
危険行動がなくても鎮静剤を中止した時は傍で観察する。付けない時は抑制をさせていただくか
行わず観察していた。抜管予定になったためディブリバンを中止したところ、自己抜管された。
他者に依頼する。
ディプリパンにてセデーション中であったが問いかけには反応があり、うっすら開眼が出来た。上 観察不足
セデーションが必要な患者はしっかりセデーションする。
肢の動きやライン抜去動作はなかったので抑制をせずに観察していた。隣りの患者様の処置をし
ている間に呼吸器のアラームが鳴ったため患者さんを観察すると自己抜管していた。その後マス
クで酸素吸入を行い一時的に頻回の呼吸になったが徐々に安定した。
ディプリパンの接続部が外れており血液が逆血していた。
体位交換などの処置を行った後などは、ライン類が異常がないか確認するべきだあった。。
体位交換などの処置を行った後などは、ライン類が異常がないか確認する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
ディルームで車椅子に座ってテレビを見ていた。自力でディルームにあるつかまり立ち出来る体重 病状の受け入れが出来ず自分で動こうとする 家族の援助や受け入れも望めない
患者自身が動けない事を自覚し看護師の援助を受けられよう再度説明する。離床センサーマット
計で体重を量って車椅子に移る際、うまく座れず車椅子の足載せ部分にしりもちをついたようであ
の引き続きの使用。家族への説明を都度行なう。
る。スリッパが脱げていた。
デイルームで食事をする患者の内服薬準備をする時、１名の患者だけ予約準備を忘れ、翌日日 夜勤帯では通常看護師２名が常駐しており、薬剤のダブルチェックは看護師２名で行うことになっ 看護師とケアワーカーの組み合わせの勤務状態の場合、ダブルチェックをどのように行っていくは
勤看護師が昼食後薬の準備の際、前日の夕薬が残っていることに気づいた。
ているが、日によってはＣＷをペアを組むこともあり、その時の薬剤にチェック方法が曖昧であった 大きな課題である。 隣接する部署の看護師にチェックをお願いすることは出来ないか検討する。
こと。
デイルームで他の患者の動きにつられ、立ち上がろうとされ 前方に倒れそうになったが、スタッフ 見守りをするスタッフがいなかった。
デイルームに多数の患者様が集まった時は、順番が来るまで勝手に動かないよう何度も何度も声
が支えて転倒はしなかった
掛けを行う。
ディルームで昼食を取り、洗面を終えて車椅子を自走して病室に戻り、一人トランスに失敗して転 患者要因のインシデント 食事介助，歯磨きのケアで一番マンパワーが不足な時間帯の出来事。 柵をはずせないような対策を練る
倒した。物音がして通行中の当事者が発見した。ベット柵は４点の患者であるが、３点になってい
た。幸い，打撲痛はなし。
デイルームにおいて眠前薬を配薬中、同姓の患者に間違った薬を渡してしまい、服用後、それに 配薬時の名前確認時、苗字のみ確認し、フルネームで確認しなかった。同姓の患者がいるときは フルネームで指差しで行うことを徹底する。同姓患者や類似した名前の患者は、薬袋に「注意カー
気付いた。もう一人の同姓患者には」正しい薬を渡した。主治医に報告、様子観察の指示があっ 通常以上に気を付けるべきであった。
ド」を入れることを病棟カンファレンスで話し合った。
た。誤って服用した薬は、いつもの薬よりゆるめであり、その後、患者に異常は見られなかった。
デイルームにて右を下にして床に倒れているところを発見した。
他の患者の対応に追われていて目が行き届かなかった。 車椅子から立ち上がるとは思っていな １７時のトイレ誘導後、就寝まで車椅子用のテーブルを付けておき、車椅子からの転落を防止す
かった。
る。 夕食後、早目にトイレ誘導をする。
デイルームにて車椅子ごと横転しているのを発見。
車椅子に二重固定していなかった。 柱のてすりを持って立ち上がろうとしていたのに注意が足ら 車椅子乗車時は二重固定する。 体動が激しい時は、見守りの中で、フリーを試みる。 その時
なかった。
は、臥床できる環境を整える。
デイルームにて大きい物音・他患の大声があり、急いで駆けつけると椅子と暖房機の間に両手で 認知障害がある患者であるのに、ＡＤＬがほぼ自立していることで安心してしまい、観察が疎かに 危険を予測し、見守りや声かけ等、十分に行なっていく。
椅子につかまりながら床に座っている。他患より『暖房機に座ろうとしたみたい』と報告あり。外傷 なってしまった。
認められず、疼痛・気分不快の訴えなし。椅子へ誘導後も気分不快の訴えなし。様子観察す。
デイルーム訪室しようとした時バタンと音がし、椅子ごと滑って床に横になっている患者を発見す 廊下徘徊を頻回にしている患者であり、デイルーム内には看護者が誰もいない状況であった。
観察を強化していく。
る。痛みの訴えなく外傷なし。医師の指示にて様子観察とする。
デュロテップ・パッチを使用してた。 交換の日であり、１９日準夜勤務でワークシートから確認をし 部屋まわりや洗面介助が終了した時点で眠前の用意が出来たら事故は防げたと思う。
消灯前の部屋まわりの際に眠前薬をワークシートと照らし合わせ準備確認するよう指導。
た。用意はせず。時間の経過とともに与薬することを忘れ、他の患者さんの画面を入力している際
にパッチの交換があることを思いだし、１時間遅れて交換をした。 患者さんは、今日でしたっけ？
痛みが落ち着いているから忘れてしまったと返答されていた。
データ処理中、不要なファイルのみを削除するはずが、患者データすべてを削除してしまった。
確認が不十分であったため。
検査終了までは削除しないことを周知徹底する。
テーブルの上に置いてあったリモコンを取ろうとしてベットから転落してしまった
物品配置への配慮がなかった。
退室の際は必要なものが患者様の手元に置いてあるかの確認
テーブル移動中、テーブルの足につまずいて転倒
見守り不足
テーブル移動時は利用者の動きに注意し安全を確認しながら行う
テオドール１００ｍｇ ２Ｔ／２ｘを２２日の１８時、２３日の８時に経口与薬する予定が、テオドール１ 循内薬が処方になり、薬の内容をダブルチェックしてボックスに整理した。整理の際は多忙で一人 整理の際にダブルチェックで行うこと。思い込みでなく必ず確認して行うこと。
００ｍｇ ４Ｔ／２ｘを２２日１８時、２３日の８時に経口与薬した。
で行った。他の薬のボックスは空であったことから、薬名も見てゆっくり整理したが、テオドールは
２ｘの薬であり薬札の背を見ただけで薬名をみずに整理をしてしまったと思われる。そのボックス
は「タベジール２Ｔ／２ｘ」のものであり、与薬係の人も気付かず与薬してしまったため増量を渡して
いた。翌日Ｄｒに報告した。
テオドール１日２回の指示を薬袋に一日３回と記載し９包で分包する。看護師は間違えに気づいた 薬剤科では時間外の調剤で集中力が不足していた。調剤から監査まで１名の薬剤師であった。看 １名の薬剤師の場合誤薬がおこりやすい事を意識して調剤、監査にあたる。間違えを発見した時
が、夜間で薬局がいないため確認せず、朝の分を服用してから薬剤科に確認した。
護師は間違えに気づいていたが濃度が少ないため朝１回分服用しその後確認すれば良いと思っ 点で確認することを徹底する。
た。
デカダームにてインサイトを手指にかけ固定してしまう。手指の自由を確保するため、デカダーム デカダームの固定範囲を考慮すべきであったこと。 マニュアルがあったにも関わらず、施行者の マニュアルの確認と実施。
に専用のハサミで切り込みを入れるがこの時、手に切創を与えてしまった。
手指を入れ切込みを入れる部分を確認されなかったこと。
デカドロン（０，５ｍｇ）９錠 分３の処方があり、当院採用薬にデカドロン（０，５ｍｇ）がないため、デ 手順では、採用薬にない場合、医師に確認を行なうことになっているが行っていなかった。
ルールの遵守（医師への確認を行う）
カドロンエリキシルに換算して処方した。 しかし、本来４５ｍｌ分３のところ、誤まって１５ｍｌ分３で
調剤してしまった。 他の同様の処方を調剤中に間違いに気づいた。
デカドロンの注射指示が３回／日（８時･１４時･２２時）であったが、１４時の注射が実施されなかっ 「冷所に入れてある事」を書いてある札を利用する事になっているが、そのルールがスタッフ全員 病棟内の業務手順の共通認識を持つこと。注射実施については、確認後伝票にサインする。
た。デカドロンは冷所に入れてあり、受け持ち看護師がその事を忘れてしまった。２２時の注射をし に徹底していない。業務修了後、自分の業務内容の確認不足。
ようとした看護師が残っている事に気が付いた。患者には変化なく経過する。
デキスターチェックで２８８の値、ＢＳスケールにてインシュリンの指示をしていなかった。
異動部署における業務手順確認
指示確認をしっかりとする。
デキスターチェックを毎食前に行っていたが、昼前チェックを忘れてしまった。自分の予定表を見て 業務手順確認
本人の指導と、看護師の意識付けのためオーバーテーブルの上にチェックのメモを貼る。
気付いた。今回のみ昼食後の測定となってしまった。
デキスターの検査を７回するのを申し送りで聞いたが、本人に伝わっている物と思い込み、確認せ 患者との情報確認
患者任せにせず確認を怠らない。
ず１６時訪室したら３回しか行っていなかった。
デキストロ２検とだけ確認し、内服薬の有無を指示書にて確認する事を怠ってしまった。
土曜日で、日勤者が５人であった業務が多忙であった
指示書を確認する時は指差し声出し確認を
デキストロチェックの指示を見落とした。１日３回から４回に変更になっていたことに気づかなかっ 夜勤になってから医師が指示変更を行った為、十分に担当の看護師に情報が伝達されていな
指示が変更になった際は、看護師に情報を伝達するよう医師へ指導する。 指示変更の際は再度
た。定期の測定時間から３時間たってから気がついた。血糖値の変動がわからない状態になって かった。 指示変更になったことを看護師は知らなかった。
ダブルチェックで確認後処置を行う。
しまった。
デキストロ結果で、スライディングスケールの指示がある患者の注射を行うとき、別の患者の注射 伝票と患者の氏名の確認不足。
バーコードなどの患者取り違えを無くす方法の導入を検討する必要あり。現在のところは、手順の
伝票を手にして同じインスリンではあるが、2単位、量を間違えて注射してしまった。経過観察し大
通り、患者氏名と注射伝票を必ず確認する。患者にも伝票を見せて確認する。
事には至らなかった。
テクネシウムを注射し、画像を見たが目的部位の脳血管が描写されていなかった。製薬会社に問 業者の搬送時の管理
業者依頼
い合わせると薬品の酸素か温度の管理が悪く薬剤の効果がないことが判明した
テグレトール（１００） ２錠の指示に対し、院内採用薬がテグレトール（２００）であることに気づか 新人の院内採用薬の不知
規格の異なる薬剤についてのリストを作成すると共に、特に間違いやすい規格については薬剤部
ず、調剤してしまった。 結果的に倍量投与となってしまったが、患者には影響はなかった。最終投
内で情報の共有を行う。
与日に病棟担当者が気づいた。
デパゲン200mg３T/分３の指示に対してデパゲンR200mgを調剤してしまい2ヶ月間服用してしまっ 確認不足
監査システムの充実
た。
デパケンＲ(100)の処方に、デパケンＲ(200)を調剤、検薬し、交付してしまった。患者が気付き、交 薬品名で調剤し、規格を思いこんでしまった。
薬品名だけでなく、規格も確認をし、調剤、検薬をする。
換となった。
デパケンＲ錠がオーダーされていたが、デパケンを出した。
名前が類似していた薬剤であった。
類似薬の注意をニュースで流す。
デパゲンの残量が少ないの気が付いたが、報告を忘れて帰宅。帰宅後思い出したが、準夜が気 気が付いたが、報告を忘れた。帰宅後気が付くが、他のスタッフが気が付くだろうと思い込み報告 日勤帯で確認して処方してもらうよう責任者をもうけて抜けないようにする。気が付いたら、速やか
が付くだろうと連絡をしなかった。準夜は気が付くのが遅かったのと、当直医師が、加水の割合が しなかった。準夜勤務者が気が付くのが遅かった。当直医師が調剤できなかった。
に報告する。思い込まずに、連絡する。
わからないため処方が翌日となり、７時内服が９時になった。
デパケン細粒８００ｍｇの処方を８００ｇとオーダーした
オーダリングシステムの問題
通常では有り得ない処方量にはワーニングをかける
デパゲン細粒分２朝夕を分３と間違え昼食後も与薬した。
ダブルチェックを怠った。
ダブルチェックの徹底
デパス１錠 １×ＶＤＳ ３０日 処方のところ、患者本人より薬が１０日分不足していると申し出が 忙しい時間帯であったが、状況的には間違いがあったとは考えにくいと思われます。
次回、同患者の投薬時は、錠数の確認を本人の前で行い、間違いのないよう努める
あった。
デパス１錠与薬後、入眠していた、２２時１０分病室前を通りかかると転倒しているのを発見する、 デパス内服しておりポータブルトイレ移動後ふらつき転倒した、貧血めまい症状有、上下肢筋力の 眠剤の効果の説明、排尿時ナースコールをするよう声をかける。
声かけにて開眼するが意識もうろうとしており、声かけを繰り返しうなずき、返答みられる、全介助 低下もあり眠剤も内服していたため転倒したと考える。
にてベッドへ
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具体的内容
デパス２錠２×の処方に対しリーゼ２錠で調剤。患者より電話で問い合わせがあり判明。
デメントありいつもルートを気にする患者。ルートを患者様の目に触れない後方につなぎ、消燈後
はルートをいじる様子もなく危険行動は見られていなかった。しかし、ＰＭ１１時３０分にセンサーが
なり（転倒予防マット）訪室すると、ベットサイドに立っており、すでにＩＶＨは抜けていた。出血はな
く、ナート部はそのままにして、抹消からＤＩＶを施行した。
デュロッテップテープの張り替えを行った。使用済みのテープは薬局に返納することになっていた
が、ＭＤボックスに廃棄してしまった。張り替えた看護師は返納することを知らなかった。翌日、麻
薬・劇薬を点検した際に使用済みのデュロッテップテープがなかったため、気が付きＭＤボックス
に捨ててあったのを発見した。
デュロテップ２．５ｍｇが３日に１回貼り変えで開始されていた。２日前の貼り変え予定のデュロテッ
プが残っていることに気付き、患者様に確認すると「ここ最近貼っていない」と言われ記載された日
付を確認すると５日前の日付だった。朝から倦怠感が強かった。レスキューの薬剤の使用はな
かった。すぐに貼りかえる。
デュロテップパッチ１枚を交換する予定であったが、確認をし忘れてしまい。準夜帯で交換していな
いことを発見される。発見した２２時貼り替えてもらい、患者様の疼痛が増すなどの影響は見られ
なかった。
デュロテップパッチ５ｍｇの貼りかえ指示が指示シートに「次回○／９ １０°」と書かれているのを
１０日と見間違えたため１０時に貼り替えをしなかった。○月１０日０時２０分に気づき貼りかえを施
行する。患者様はフェイススケール０であり苦情はなかった。
デュロテップパッチ５ｍｇ使用中の患者に対し、○月２２日はりかえ予定のところ、○月２１日に１日
早く日付を間違いはりかえてしまった。 疼痛も増強しており、○月２２日に５ｍｇから、１０ｍｇに増
量予定であった。主治医に報告し、昨日５ｍｇを貼用しているが予定どおり、○月２２日１０ｍｇ増
量はりかえとなる。
デュロテップパッチの交換作業を忘れた。患者に痛み等の訴えもなかったため経過観察とした。
デュロテップパッチの交換時に前回貼付分の使用済デュロテップパッチを紛失してしまった.

背景・要因
薬効が似ている薬剤に対し思い込みで監査を行ったことが要因となった。
抑制かつなぎ服かを検討中であったが、対応が遅れた

改善策
監査時に慎重に確認を行う。
上記対応の検討

１）新しく始まる薬剤についての情報伝達不十分２）廃棄方法の記載がわかりにくかった３）麻薬取 １）新しく始まる薬剤についてのパンフレットはチェック表を活用しで全員が読んだか点検する。２）
り扱いについての認識不足
薬袋の表に返却方法を記載しておく。３）処置表に返却方法を記載する。４）デュロッテップテープ
を麻薬取り扱いに関するマニュアルに追加する。
貼付時間が１８時３０分と忙しい時間帯だった。 カーデックスやリーダー板などには、記載されて 貼り変えの時間を１０時に変更した。 体温表にサインがなければ確認する。
いたが、拾い出しがもれた。 体温表にチェックされていなかったが、その時に確認していない（そ
の日の担当者も次の勤務者も）。 上記を記入忘れと思い誰も確認していない。
確認が不十分であった。 麻薬を確認したが、勝手な思い込みがあり、本日ではないと思い込ん
でいた。 他の看護師 週間業務計画票などの転記をしっかり確認する。
指示シートの見間違え。記載方法が分かり難かった。

麻薬伝票の有効期限、時間なども複数の目でしっかり見る。 デュロテップパッチを貼用する患者
の日にち時間をカルテなどでしっかり情報をとる。 週間予定表の転記を処方時に行い、確認して
いく。
時間を書く時は「１０°」とせずに「１０時」と記載するようにする。

看護師間でその日必要なケアがわかりやすいよう申し送り事項を記載する用紙がある。そこに○ 先生が指示を出した、用紙をきちんと確認すべきだった。また、前回はりかえより２日しか経過して
月２１日と記入あり疑問をもたずに、今日がはりかえの日だと思いこんでしまった。
おらず、はりかえ時には、デュロテップパッチ自体にも更新日を記入しているので再度何日経過し
ているか、確認する必要があった。

確認作業の不備(指示箋の見落とし。)
休日の土曜日で,とても忙しく、他の部屋をラウンドしながら交換をした。その為直ぐに処理すること
ができず、夕方になってしまった。
デュロテップパッチの交換日間違い。
週間予定表の日付が間違っていた。前回の貼布日がずれたことにより生じたらしい。
デュロテップパッチの貼り忘れ。張替えをせず１日遅れて貼布した。
フローシートのチェック欄が無く、前回張り替えた日、処置表等確認をしなかったために張替えが
行われなかった。
デュロテップパッチを１０時に貼りかえなければならなかったが指示を見落とし実施しなかった。準 「３日に一回貼り替え」という指示が分かり難かった。 確認不足
夜勤務者が指示シートを確認していて気づき２３時に貼り替えた。
デュロテップを１回／３日貼り、疼痛緩和を図っている患者。貼り換える予定当日、受け持ち看護 受け持ち看護師の患者把握不充分。記録の確認不足。（麻薬なので必ず記録する）薬袋の確認
師がその事を把握していない為忘れてしまった。翌日他の看護師がカルテをみて気がつき貼り換 不足。
えた。
デュロテップを１回／３日貼りかえることになっているのを、看護師の確認不足の為実施しなかっ ・受け持ち看護師としての自覚不足 ・受け持ち看護師の役割･業務内容について病棟内での
た。次の日に他の看護師が薬の点検中にわかった。
ルールが徹底していない
デュロテプパッチの貼用が始まったばかりの患者様。パッチ貼用部が痒くて、自己抜去していた。 患者観察の不備、患者への指導が不十分
デュロパッチの使用済みのパッチを保存しておかないといけないのになかった。誰が紛失したか 確認不足、マニュアルの理解不足
不明であった。
テルモ食注ポンプ使用。トータル３５０ｍｌのうち約１００ｍｌ滴下したところでポンプがストップしてい 再スタート以後は止まってしまうことはなかった。
たところ発見。
テレビ室に患者とカルテを搬送する際に、搬送した患者と違う患者のカルテを一緒に届けた。放射 ・たまたま出ていたカルテを搬送する患者のものと思い込んだ思い込み。 ・ＰＨＳの伝達がふえ、
線科の看護師に指摘されわかる。直ちにカルテを届け検査には滞りなく終了する。
口頭でのやりとりがふえていること。
テレミンソフト坐薬のところレシカルボン坐薬を調剤する
思い込みによる注意不足
ﾃﾚﾐﾝ坐薬の注腸前処置の指示を他患者の術前患者のGE60ｍｌ処置を誤って実施した。同じﾜｺﾞﾝ 「１患者１トレイ」の基本を守っていない。
にGE６０ｍｌとﾃﾚﾐﾝ坐薬を準備していた。
テレミン施行しようと準備していた。他職員が施行したがその前に排便があった
確認不足・申送りの不徹底
テレミン挿入予定の患者様の病室に別の患者様が車椅子に乗車していた。名前を「○○さんです 人事異動2日目で同患者を受け持ちしたが、ケア前に患者紹介を怠っていた。確認不足。
よね」との問いかけに「はい、○○です」と返答有り、本人と思いベットに臥床させ、テレミン１錠を
挿入。しばらくして間違いに気付く。
テレメーターを再装着しようとして寝具衣服を開けるとＩＶＨカテーテルが抜けていることに気づく、 準夜勤務者に抑制していないことを申し送っていなく、抑制をしていなかったため、両手自由に動
抑制はされていない状態であった、出血ありパット汚染あり。当直医に報告しＩＶＨのナート切開さ かせる状態であり自己抜去してしまった。勤務交替時に訪室した際、抑制されていないことを確認
れ圧迫固定し、その後ソルデム3を翌日１０時までキープするよう支持あり施行する。その後両上 できていなかった。
肢を抑制した。
ドアの蝶番に指をはさみ受傷。
患者への説明不足。
ドアを開けたら、患者の右手がドアに接触し表皮剥離させてしまった。
確認不足
ドアを叩く音がしたので訪室すると布団とともにベット下にいる所を発見。バイタル著変なし頭部の 入眠中であり自己にて排尿できるため三点柵にしていたところそこから布団とともに転落。
痛み軽度訴えるが腫脹なし、しばらくすると痛みも治まる医師に報告し様子観察となる。
トイレからカランカランと物が落ちる音がしたために訪問すると、患者は中腰になっており、採尿
観察不足 家族が付き添っていたので安心していた。
コップが床に転がっていた。。患者に聞くと転んだと言われた。患者は睡眠導入剤を服用されてい
た。
トイレからコールがあり行くと、患者が便器と車椅子の間に座り込んでいた。 →車椅子にはストッ 自分でトイレに行く患者なので、付きっきりで見ていることはできない。
パーが掛かっていたが、“車椅子に座ろうと思ったら動いちゃった。”との事であった。 →車椅子に
座らせ、外傷などのチェックをしたが異常なく、痛みの訴えやVS異常も無かった。 →これからは、
トイレでナースコールを押すように説明した。
トイレからナースコールあり、トイレへ行くと車イスからの移乗ができず、手伝ってほしいとのこと
観察不足 説明不足
だった。介助しようとすると、中心静脈ラインがない事に気づき、患者に聞くと「夢の中で抜いても
いいと言われて抜いた」と。抜去部位は止血しており、縫合糸もとれていたため抜去部位を消毒し
ガーゼ貼布した。
トイレからナースコールあり行くと眩暈がして倒れてしまったと訴えがあった。額から出血し１ｃｍほ 観察不足
どの傷があった。
トイレからナースコールがあり、訪室すると患者が床に転んでいた。
最近転んだと患者が話したので、ポータブルトイレを勧めていたが、嫌がっていた。トイレまで付き
添うということが伝わっていなかった。
トイレからナースコールを押され駆け付けた時には転倒しそうになっていた
説明不足
トイレからベッドへ車椅子にて移動中、車椅子の車輪とフットレストの間に足が挟まれたようになり フットレスにつま先のみが上がっていたようになっていた為か？
前方へ転倒。左下腿を打撲にて湿布貼用する。
トイレからもどりベッドへ移動する際サイドテーブルにつかまり自分で立ち上がった。バランスを崩 でるかぎり自力でベッドに移れるように介助している。バランスを崩す事もあるので環境整備して
したが、介護士がささえたので転倒はしなかったが、右手を床頭台にぶつけ手背を剥離した
危険な物は離す。
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患者管理、確認作業の徹底。
使用済のデュロテップパッチは直ぐに付属の袋に入れて,残量報告書と共に麻薬の保管庫にいれ
る。麻薬を持って,他の部屋にまわらない.
週間予定表・フローシート・処方せん全てに目を通し確認していくことの周知。
フローシートに記載がなくても、処置表には正しく記載してあるため、処置表を仕事前に必ず確認
する事
指示シートにマーカーをする。 １勤務に１回確認し日付を確認する。
投薬の際、薬袋を十分確認する。受け持ちの患者情報を把握する。
・薬に関しては必ず受け持ち看護師が実施するように病棟内でルール化･徹底する ・薬袋にわか
りやすく投与方法について書く
教育、指導の徹底（患者様へ、看護師へ）
管理マニュアルの徹底
頻回に訪室。
口頭で受ける（ＰＨＳで連絡することが多い）ことが多いのでメモをとり、メモと確認をする。
手差し、声だし確認の徹底実施
１患者１ﾄﾚｲの原則を守る。実施する前に指示内容を確認する。
同一職員が準備・施行する。排便チェックして施行する。
ネームバンドの確認。
病室を離れるときは、体幹又は、両下肢を抑制する。訪室した時に抑制されているか確認する。

要観察・要説明
安全確認を怠らない
ナースステーションに近いため頻回に訪室すべきであった
睡眠導入剤を服用されている患者は家族が付き添っていてもリスクを考え観察を密にする。
移乗時はナースコールを押してもらう。 見かけた時は声掛けをする。

ラインの必要性を説明する 固定をしっかり行う

ふらつきがある時は一人で動かずナースコールをするように説明した。
本人の意思を尊重しながら、安全な方法を患者と相談する。トイレまでの付き添いを行う。
コールを押しその場に来るまで指導する
フットレスにはかかとまで上げているか確認する。
移動介助時は危険がないように環境を整える
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具体的内容
トイレから車椅子介助にて病室に帰ってきた際、「食事まで車椅子で待っている。」といわれた為、
車椅子乗車させたまま病室で一人にしてしまった。しかしその後車椅子から転倒しているのを発見
する。
トイレから大きな音が聞こえる。駆けつけると患者様が後頭部より血を流して立っていた。ご本人
に聞くと、足がふらついてトイレの戸に頭をぶつけたといっていた。
トイレから病室へ帰る途中、廊下にて転倒。 バイタル、意識レベル、著変なし。 介助し病室へつ
れて帰る。
トイレから戻りベットに移ろうと、足を見たときにズボンに血が付いているので足を見ると表皮剥離
を発見する。
トイレでDIVの支柱台が倒れ床に坐り込んでいた「便がしたかったのでトイレに行ったらひっかかっ
て転んだ」という立位なれず車イスで移送、全身脱力あり上下肢動かず医師報告する。

背景・要因
改善策
看護師が、勝手に「この人は一人で車椅子に座っていても大丈夫だろう」と思い込んでしまってい リーダーに患者さんのレベルを聞きて行動すべきだった。
た。
夜間、足音が聞こえると必ず様子を観察するが、今回は、患者様の足音が聞こえなかったので患 ふらついている患者には付き添いをし、日中、夜間の観察誘導を行う。
者がトイレに行くのを確認できなかった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
巡視時に、排泄を促し、監視下で排泄できるようにしていく。
椅子から車椅子への移動中表皮剥離してしまったと思われる。

両下肢の保護に努める。 レックウォーマーを付ける 必ず職員2人で介助する。

黄疸強くアンモニア値の上昇の危険有、21：25NSが訪室した時には便意の訴えなくNSが退室した 歩行器の設置をしているが使用していなかった、日中は歩行器でトイレに行っているのでベッドサ
後一人でトイレに行った。歩行器を使用せずDIV施行中の為、支柱台を押してトイレに行ったと思 イドは右側の訪室時に便意の有無を確かめる必要があった、足元は外していたベッド柵4点の使
われる。
用の必要があった。
トイレでうずくまっている
トイレから立ち上がり時に点滴台を持ったため動き出した
患者の歩行状況などを見てトイレなどの移動時果注意すべき
トイレでお尻を拭く際前につんのめってしまい転んだ。ナースコールが手の届かない所にあったの 車椅子のナースコールに手が届かなかった。車椅子の位置が高い。
ナースコールの位置を変える。
で連絡できず車椅子トイレに入ろうとした他患者が気づいた。
トイレで患者が倒れ助けを呼んでいるとの連絡あり。左人工関節脱臼あり。主治医にて整復され 頻尿があり、看護師を呼んでトイレに行っていたが、このときは一人で行こうとした。
安全対策にて、追跡装置、柵の確認。場合によって抑制を。
る。
トイレで仰臥位で倒れているのを発見したが、異常はなかった。
普段は自立レベルであったため、大丈夫だと思っていた。
日々の患者の状態を正確につかむよう努める。
トイレで鍵を開けられず転倒
痴呆、下肢の筋力低下、前傾姿勢など転倒しやすい状況であったので注意していた。トイレに入る トイレで戸をたたく音が聞こえたのでかけつけると戸に鍵をかけてトイレに入っている患者がいた
と鍵を閉める習慣あり。
ので外から鍵を開けて入ると扉のところに座りこんでいる患者を発見した。患者より、鍵をかけて
入ったが開けられなくなりそのまま滑ってしまった。立ち上がろうとして左膝をついたが起き上がれ
ず戸を叩いて知らせたとのこと。座り込んだだげで頭部，臀部等の打撲はなし。左膝の発赤がある
が歩行には問題なかった。
トイレで車椅子に移乗しそこねた
車椅子のブレーキがかかっていなかった。
トイレ誘導後は、ベットに戻るまで見守る
トイレで寝衣のすそを踏み、転倒した。バスタブに背部を打ち擦過傷あり、アズノールクロマイ軟膏 病室と浴室の段差が大きい 便意があってから排便までがあまり時間がなく、ナースコールを押 トイレ歩行時は、家族または看護師が付き添うことを十分説明する。 訪室を頻回にして観察し
を塗布した。
せなかった。
排便の援助をする。
トイレで転倒しているところを他患者が発見
アコーデオンカーテンのトイレからでようとしたが重くてあかなく前倒れになった
布カーテンに変更 車椅子トイレの使用を推奨
トイレで倒れていた、整形外科受診で骨折がわかった。
転倒アセスメント？で訪床を多くしていたが、6時に目配りが少なくなった時のできごと
センサーの活用
トイレで尿カテーテルを自分で抜いた。出血あり
不穏、転倒危険あり。30分前より興奮気味。
１．カテーテルの必要性はあったのか。 ２．ナースコールの適正配置。
トイレで排泄後、車椅子へ移ろうと起立した時に、履いていたスリッパがゆるんだことに気を取ら 起立、歩行が確立されていない患者にスリッパを使用させたこと。
この様な状態の患者に対しては、靴を使用する。
れ、体勢を崩し、仰向けに転倒した。
トイレで排泄後お尻を拭こうとして前傾姿勢になったところバランスを崩し転倒した。
観察不足
排泄時はナースコールをしてもらい介助する。 トイレでは手すりをもって行動するように指導す
る。
トイレで排泄後スリッパがつまずき転倒する。うーご君装着しているも電源オフとなっている。
スリッパは禁止しているも、ベット下に置いてあったためはいたようである。
スリッパは、家人に持ち帰って頂く。又うーご君装着時には必ず、作動させておくように徹底する。
トイレで物音がした、トイレに移動する時に（車椅子）手が滑ったと床に座っていた
患者への指導不足
トイレで用をすませ、自分で外した尿取りオムツを横のポリバケツに入れようとし、体の方向を変え 最近患者の足の運びが悪く、転倒リスクが高かったので、なるべくＮｓコールをするように説明して
ようとした時にズグズグと座り込んでしまった
いたが、できると１人で動いていた 患者教育不足
トイレで浣腸をかけ、反応便あったが、「まだ出そう？」と問うと、ウンと頷き有り。他の看護師に見 監視レベルの患者であった。目を離してはダメ
守りを頼み、その場を離れた。他ナースが見に行ったところ、床に尻餅をついている患者様を発見
した。
トイレで浣腸後、気分不良あり、転倒
以前にもあったとの情報不足
トイレとの訴えあり 誘導し座ってもらうが 他入所者の徘徊が気になり 当事者が その場を離れ 今まで 転倒を繰り返しており 注意すべきだったが その場を離れてしまったこと
てしまう その後 他職員が車椅子を背に座りこんでいる所を発見される
トイレにいこうとベッドサイドにずり落ち、尻餅をついた。
トイレには車イスで行くように説明し、ナースコールを押しように指導
トイレにて「おーい」と呼ぶ声あり行ったところ、トイレ床上に座り車椅子が本人の上に覆いかぶ
本人曰く、急に眩暈がしてしまったと言う 洋式にて排尿後、車椅子の後ろに回り車椅子を押して
さっているのを発見する。T=36.9度 P=79 BP=132/86mmHg 「眩暈がした・何処も打っていない」 移動しようとしたと考えられ、その時眩暈をおこし、車椅子に掴まり車椅子と共に床上に座り込ん
と受け答えしっかりしている。
だものと思われる
トイレにて女性患者Ａ氏が泣いていた女性患者Ｂ氏に対して「うるさい」と右足を足蹴りする。女性 女性患者Ｂ氏は声だかに泣いていたため迷惑にもつながっていた。（泣いていた原因がハッキリ
患者Ｂ氏は外傷なし。
せず）
トイレにて転倒しているところを発見。声かけにはっきりした口調で『大丈夫です』と返答あるが。一 訴え乏しい患者であったため、コミュニケーション・観察不足であった。
人で自床に戻れる状態ではなく、ふらつきあり。補助にて自床で休んで貰う。意識あり。打撲した
様子なし。『腹部が張っている』とのこと。痛み自制内。ぐる音ＯＫ。便（－3日）。転倒する前に3回
ほど嘔吐あり。Ｄｒ報告。様子観察の指示あり。その後、グリ浣の指示あり。反応便多量。
トイレにて排泄後看護師を呼ぶのが悪いと思い、普段から見守り下で1人で車椅子への移動がで 看護師を呼ばずに一人で車椅子への移乗を行った
きていたため車椅子への移動を行った。移乗後にタオルが前方に落ちたため拾おうとして一旦車
椅子を前にすすめ､前傾姿勢になったところずるずるとすべるようにして転落した。
トイレにて便座から車いすに移乗する際車いすのストッパーをかけ忘れしりもちをつく形で転倒
患者教育の問題
トイレに移行時、滑り転倒した
足元が滑りやすい 薬により不安定な動作あり
トイレに一人で行く途中廊下で転倒、異常なし。
患者状態把握
トイレに向かう為、ベットから車椅子に自力乗車する際、ふらつきあり、バランス崩し床に手をつく。 普段は自力乗車できているが、昨夜嘔吐し、朝は腹痛などがあったことから体調が優れなかった
その際、左頬に小さい擦過傷つくる。
ことから、ふらつきがみられたと考える。
トイレに向かう途中でふらつきバランスを崩し転倒した。外傷や痛みの訴えはなかった。
観察不足
トイレに行かれ、便座から車椅子に戻る際、転倒したと思われる
観察が不充分
トイレに行きたいということで、車椅子でトイレに連れて行き便座に座らせた。そしてＮＣを押すよう 左半身麻痺のある患者さんであり、昨日も転倒したようだが把握していずトイレへ連れて行ってそ
伝えたがなかなか戻ってこなく見に行くと倒れていた。声かけすると意識はあり、痛くないと答え
のまま一人にしておいた。ＮＣするよう伝えたが、自分でしようという思いが強く動いてしまったよ
た。自分で移ろうとしたといっていた。とりあえず、車椅子へ座らせ部屋へ戻り全身みたが打った様 う。
子（あざ等）はなかった。
トイレに行きたいと自力で車椅子に乗り妻が車椅子を押していた。立ち上がったところ、ふらつき尻 患者自身は歩行できると思っていたが、安静臥床のため筋力低下していた。患者・家族に看護師
餅をつく。痛みなく、強くトイレに行きたいと希望したため付き添いトイレで排尿する。
の説明不足で、今の状態を理解してもらっていなかったため。
トイレに行くためにベッドから起き上がり歩行する時転倒 失禁
転倒転落に関しては非常に難しい問題である。それに当たる患者に四六時中監視するのは不可
能に近い。物理的な環境や設備上の問題もひとつの要因であるが、本人は自分で排泄したがる
が それをさせないことはできない。
トイレに行くために移動していたところ点滴スタンドにつまずき転倒したと患児から報告があった。 観察不足
外傷、疼痛なし
トイレに行くために移動中、転倒する。
観察不足 移動時はナースコールするように説明していたが理解されていなかった。
トイレに行くために手をつなぎ歩行していた。途中でバランスを崩し横に倒れていき支えながら転 手引きで歩行誘導中の患者に対する介助方法の問題か
倒した。
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移動時は（特に夜間）必ずコールするように話す
患者に今の状態を把握してもらい、Ｎｓの援助が危険防止の為に必要な事を理解していただく
再度、チーム全体で検討会を開いた。
浣腸後の観察強化
必ず 付き添い見守りを行う
患者が遠慮してナースコールを押さないので納得していただく
看護者が排泄時に付き添うこと、患者にトランスファーについての指導を行なう
女性患者Ａ氏の暴力に対しては厳重注意する。女性患者Ｂ氏には泣いている原因をもう少し聞い
ていくべきであった。
声かけなどをして患者様とのコミュニケーションをとっていく。

安全にリハビリを勧めるために患者がどの状態で､どこまでやってよいかということを充分に説明
し､理解を得る。 看護師を呼ばなくてはならない場合にはどのくらいでこれるかを伝えておく
患者教育
薬を中止する 滑り止めスリッパの購入
定期的な排尿の促しを行う。ナースコールの説明、頻回な訪室。
トランスファー介助すればよかった。本人の行動を観察するため、ベッドをホールに移動し観察と
する。
歩行時はナースコールをしていただくように説明した。 歩行時は歩行器を使用する。
食後、スタッフが部屋に誘導する
トイレへ行くときは、ずっとついている必要がある。

患者・家族に対して看護師から転倒・転落の危険があることの説明をし必ず看護師をコールしてい
ただく。
排泄時2人体制で介助を行う。
点滴スタンドを引きながらトイレに行く時はナースコールして頂くか保護者に付き添って頂く
移動時はナースコールするように再度説明した。
安全に誘導する方法について個々に検討していく。
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具体的内容
背景・要因
改善策
トイレに行くと言った患者が、トイレに行って３分程経過してもベッドへ戻らないため、トイレに見に 検温時、検査に対しての不安を訴えていたが、それが安静度逸脱するほど不安が強いとは思わ 不安の傾聴、不安を取り除く関わり、現在の安静度と今の病態を理解出来ているか確認する。
行くと、隣の病棟ナースステーションの前を歩いている患者を見つけた。
なかった。 患者自身安静度逸脱することで、狭心発作が起こるという危険性を認識できていず、
なぜこのトイレ歩行までの安静度かを理解できる説明、関わりが無かった。
トイレに行く為のナースコールあり、誘導、介助行う。終了時にナースコールを押すよう説明しその 高齢ではあったが、ADLは自立していた。しかし今回の入院では、内服薬を増量後、数秒間の洞 患者情報をよく検討し、ケアプランを立案する。状態に合わせ、ケアプランは、修正を加えてけるよ
場を離れる。数分後大きな物音がしたためトイレ内を見ると左側臥位で倒れているところを発見。 停止が心電図モニターに記録されていることを考えると、トイレで一人にするという対応は、不適 う病棟全体で、検討する。
切であった。
トイレに行く際、廊下でふらつき、転倒しそうになった。幸い近くに看護者がいた為、その後手を添 観察が不十分だった。手摺をきちんと持って歩行するなど指導が不十分だった。
患者指導と観察の徹底。
え、トイレに行くことができた。大事には至らなかった。
トイレに行く時に転倒した。消毒後、カットバンを貼った。
頻回に巡回していたので、防ぐことは困難であった。
カンファレンスで情報を共有する。 転倒・転落予防対策を強化する。
トイレに行こうと、ベッドから起き上がり降りたところでベッドサイドで座り込みしりもちをついた様
夜間、暗闇の中でのベッド離床のためか、ふらつきがあったのか、本人に確認するがはっきり覚え 転倒後、当直医に報告、経過観察及びモーラス湿布使用の指示を受け、施行。ベッド柵につかま
子。バイタルサイン異常なし、腰痛軽度あり、内出血班なし、車椅子からベッドへの移動状況ス
てない。
り立位になれるようにベッド柵の位置を頭部側に設置した。
ムーズで安定して経過。
トイレに行こうとしたが、本人から「つらい、足が重い」と訴えがあったため、カモードにしましょう
知識不足 技術不足 不適切な判断 不注意 思い込み
・ナースコールを常に患者の手の届くところにおく・患者の今の状況を見極めて、トイレでも側を離
か？と声掛けし、カモードで行うことになった。座ってもらい、様子見るが、時間かかりそうだったた
れない。必要時、他の人にいらいする。・危険がある人には、自分で動いてしまわないように、指導
め、また訪室しますと声をかけて、部屋を出た。その後、リーダーよりコールがあり、訪室すると膝
していく。・転倒の危険性がない様に、環境に気を配る。（水がこぼれてないか。すべらないか。物
をついて、ベットに倒れこんでいる姿があった。
は落ちてないか、とがったものはないか）
トイレに行こうとして、車イスに乗るため、スリッパを履こうとしたところ、滑って転倒しごみ箱に右耳 患者への指導不足。
移動する時はナースコールをするよう指導した。スリッパは使用しないで、滑らないものを使用して
後をぶつけた。２ｃｍの裂傷及び出血あり、ステリーストリップテープで処置した。
いただく。
トイレに行こうとしてたらしいがすべってしりもちをついていた 介助カバーにつかまる様にして 座 トイレはポータブル使用で移動は自立されている 一日のトイレ回数は頻回であるが その都度見 ポータブルは常にベッドに横付けにし足元には衝撃緩和マットをひいている 今後もこの方法で統
り込みコールを押してこられた
守ることはせず 自分でやってもらっている 殆ど失敗はなくできる方なので安心していたが その 一していく
事が事故につながったと思われる
トイレに行こうとしてベットから転落した
見守り不足
ベットを常に低床とし、夜間時には、マットを使用する
トイレに行こうとして滑って転んだ。
８０歳。痴呆、０：００
夜間トイレ付き添い。
トイレに行こうとして自力歩行をしてトイレの前にてへたり込んでいた様子
いつもはベッドに横づけしてある 車椅子乗り移動していたが本日に限り歩行にてトイレへ行こうと 車椅子に乗って移動するであろうと思い込まず声をかけをしてゆく
した様である ベッドの前にならつかまるものがなくへたりこんだものと思われる
トイレに行こうとして車椅子から立ち上がり、松葉杖を両脇に抱え１歩踏み出そうとした時、利き足 観察不足
松葉杖の使用が慣れるまで看護師を呼んでもらい見守り実施する。
ではないほうの足を出したために滑り転倒した。ぶつかるようなものもなく床が濡れているような事
も無かった。
トイレに行こうとして転倒、頭部打撲
ＩＶＨ挿入中、トイレ歩行中
１．トイレへの定期誘導。２．トイレのベッドサイドへ。３．安静度の確認。４．歩行時の注意、本人、
家族
トイレに行こうとして独歩で歩行中転倒した。上顎歯肉の出血あり止血剤の投与をした。
転倒の前のトイレ歩行時に転倒のリスクを判断し誘導している。しかし、その後のトイレ歩行を察 患者の排泄行動のアセスメントを行い。トイレ誘導を基本とする。
知できなかった。
トイレに行こうとベッドから降りたがベッドサイドで転倒した。 危険行動があるため抑制していたが 観察不足
抑制が必要な患者の抑制はしっかり行う。
抑制帯をゆるくしてあった。
トイレに行こうと移動時、患者自身がベットより転落する。ベットの横で長坐位となっている所を発 患者ADL状態の把握不足
ADL状態を把握し適切な援助
見する、症状なし。
トイレに行こうと立ち上がったところふらつき、家人が背後から支えたが二人とも転倒してしまっ
観察不足
歩行時にふらつきがあるためナースコールしてもらうように説明した。
た。
トイレに入っていたら他の患者に扉を開けられ焦って鍵を閉めようとして転倒した。その後嘔気や 患者要因
トイレのドアシステム改善
頭痛はなくその後のＣＴも新たな出血やむくみ増強はなかった。
トイレに付き添っていたが、本人大丈夫というので他の仕事しながらトイレから出てくるのを待って 患者状態把握
一人で歩行せず、必ず付き添う、その都度ナースコールするよう指導、本人への意識付けをする。
いたが、転んだ音がしたので行くと転倒していた。右手背皮膚剥離
トイレに誘導し便座に座ってもらい、少しして様子を見に行くとトイレのドアに背中を向け、尻もちを 排泄後、１人で立たれようとしたと思われる。
十分に見守りを行い、トイレ時は側を離れない。
つかれて、ドアに寄りかかっている所を発見する。発赤あり、ベット臥床し湿布を貼付する。
トイレに連れて行って欲しいとＮＣあり、車椅子介助でトイレに行った。「便がでるので時間がかか 患者の理解力の低下
患者の状態観察を密にするよう指導した
る」と言われ、終わったらＮＣするように話して場を離れた。ＮＣあり、トイレに行くと、便座と壁の隙
間に尻餅をついていた。｢看護師さんが忙しいので悪くて・・・｣と。外傷等はなかった。
トイレのドアの前で車椅子から滑り落ち、座ってるのを他患者様が発見し知らせてくれた。患者は 観察不足
患者には一人で動かないように再度説明した。
一人でトイレに行こうとして車椅子から転落したと言われた。外傷や痛みはなかった。
トイレの介助のナースコールがあり、ベッドサイドポータブルトイレの介助を付き添い者と一緒に行 説明に対する行き違い。コミニュケーションの不足。付き添い者に頼ってしまった。 通常他のナー 受け持ちナースは日によって代わるため、ナース同志の情報を密にしその患者に合った看護がで
い、終わったら呼んでもらう様説明し一旦退室した。再度呼ばれた時に他の対応をしていたため、 スとの対応の違いがあった。ナース間の情報交換不足。
きるようにしていく。付き添いの方がいても、看護師が責任を持って看護していく事が大変重要と
別のナースが対応しに行くと付き添いの方から遅い、なぜ担当ナースが来ないんだとのクレーム
考える。
を言われた。
トイレの床にちぎった紙が散らかっていた為、患者様にそれについて聞くと、リハビリパンツを破り この患者はよく、リハパンを捨てることがあるが確認、観察が不十分だった。
トイレに行った後は、パンツの確認をする。汚れたら、交換するので破かないよう伝える。
便器に流したと言った。
トイレの床に座っているところ発見右外か部1.5センチの切傷出血あり。
便意がありトイレに行こうと単独行動し車椅子から便座に移ろうとし座りそこねたと考えられる。
行動があるときには声かけ見守る。
トイレの床に座り込んでいる患者を発見した。 血圧８０台で冷汗あり。下痢と嘔気があったとのこ 観察不足
気分が悪くてトイレなどに行く時はナースコールをするように説明した。
と。
トイレの前にて滑ってしりもちをつく。
トイレが滑りやすい。
観察を十分に行う。
トイレの段差で松葉杖、転倒
物理的な環境や設備上の問題点、日曜日で松葉杖の使い方が十分に指導できない。
松葉杖使用時の注意書の書き換え。トイレ入口に別のトイレの案内を貼る。
トイレの便器と壁の隙間に顔面より倒れている。
痴呆があり夜間不穏になるのを知っていた。ちょっと目を離し油断していた。
トイレに付き添って目を離さないようにする。
トイレの脇の廊下に患者がしゃがんでいるのを発見する。右第4趾から少量の出血と擦過傷が見 患者の状態把握が不十分だった。
歩行状態をよく観察する。
られる。ＢＰ １６０／９０mmHg ＫＴ ３８．４度 Ｐ ８４
トイレへ行く為、スリッパをベッドに寝たまま履こうとしたところ、スリッパを浅く履いていたためベッ 履物に対しての注意を促し、観察すべきであった。眠剤服用による転倒の可能性を患者に説明す 薬剤の影響下もさることながら、日常的に滑りやすいスリッパを着用していたことも原因だと考えら
ドから滑り転落したのを医師が発見。ナースコールがあった。直ぐに患者を起こし、疼痛部位、発 べきであった。
れる。朝方で、未だ体の動きも緩慢な時に起きやすい故、日常的に履物をもっと滑らないものに変
赤等がないか確認。医師の指示にて経過観察となった。
更するなどの指示をするのが大切であると指導した。
トイレへ行こうとして尻もちをついた。同室の患者よりナースコールあり。４点杖につかまり介助に ・転倒リスク認識不足・患者への説明不足（患者の理解不足）
・ポータブル設置も考える
て立位をとるが痛みはない。主治医には報告していない（転院日であり回診が午後となったため
診察せずに転院となった）
トイレへ行こうと起き上がり、Ｎｓコールを押そうとしてベッドからすべり落ちてしまった。
認知障害の患者の対策に苦慮している
トイレにいくときは起き上がる前にＮｓコールを押してもらう
トイレへ行こうと歩行されていたが転倒
トイレへ行くと言う訴えは２０から３０回位日にある
離床センサーによる監視 処置室に来てもらう
トイレまで移動介助し終了したらナースコールを押すように説明しておいたが連絡がないので行っ 観察不足 説明不足
排泄が終了するまで傍で見守る。
て見るとトイレの便器と車椅子の間に座り込んでいる所を発見した。
トイレまで介助で歩行時間がかかりそうなのでそばを離れた所しばらくして、壁を背に尻餅をつい 看護師が側を離れた
看護師の介助を必要とする患者はその場を離れない
ている患者を発見した
トイレまで付き添い歩行 排泄後手洗いし、手ぬぐいを渡そうと離れた際、座り込み臀部うってしま 患者を１人にする場合の判断
ふらつき等が診られる場合は患者から離れない
う
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具体的内容
トイレまで歩いていき、排尿後トイレから出たところで転倒。患者の叫び声で看護師が気付き、うつ
伏せに倒れている患者を発見した。鼻の下と舌の先より出血あり。
トイレまで歩行途中に洗面所前の廊下にてバランスを崩し転倒する。両手を付いたが右頬を打
撲、発赤あり。主治医に報告。湿布にて経過観察の指示あり。眠前に安定剤内服されていた。
トイレよりコーナースコールがあり入るとシリモチをつくような格好で転倒していた。自己にて便座
から車椅子に移ろうとした様子。本人はどうやって転倒したのか覚えがないと言われる。
トイレよりナースコールありその対応に行く途中ガシャという音がし行くと、坐車に移ろうとして坐車
が倒れその上に倒れていた。異常なし。
トイレより患者からナースコールあり、。床上安静中の患者が症状がなかったから、トイレまで来て
しまいましたがいいですかと言われる。
トイレより帰室され、ベッドへ戻ろうと布団を直した際にバランスを崩し布団の上に尻餅をついた状
態で転倒。物音はせず。同室者の見回りに来た看護師により発見される。
トイレより自室に戻られる際に早朝５時半という事もあり、辺りも暗く手探りにて廊下を歩いてい
た。ＣＷが蒸したてのフェイスタオルを台車に乗せ患者様一人一人のお顔を拭いて回っていた。日
ごろより空腹感を訴えていた患者だったため台車の中に何か食べ物が入っていると思ったのか台
車のフェイスタオルに触り熱さにビックリされ転倒された。打撲等を確認しようとしたが大声を出さ
れ職員の腕をつねった為、日勤帯まで様子を見て主治医出勤時に診察してもらった。異常なし。
トイレより自室へ監視歩行にて戻り、ベットにあがったのを確認した。5分後、訪室するとベットサイ
ドの床に倒れているのを発見した。患者さんに問うも、｢なにをしたのかわからない｣と。ベット柵や
カーテンに鈴をつけ、ウーゴ君も装着していたが，聞こえなかった。低床になっていたため、外傷な
どはなし。
トイレより車椅子自走、後ろよりみまもりにて帰室途中。他の患者のトイレよりの、Ｎ－Ｃ対応の為
ホールにもどるように声かけし、患者の側を離れてしまう。 患者は、そのまま自室へ戻り車椅子
からﾍﾞｯﾄに戻ろうとし、右手介助バーにつかまり立ち上がるが麻痺側左側へゆっくり崩れるように
転倒したところを発見

背景・要因
充分な説明を行っていたが、患者への理解がなされてなく、１人で歩いていってしまった。

改善策
４点柵にする。分かりやすい言葉で説明する。スタッフ間の情報の共有。

腰部脊髄症があり杖歩行をされる方であったが、転倒時杖は持たずに歩行されていた。 眠前に 必ず歩行時は杖歩行をするように再指導する。 安定剤を内服する時、注意を促す
安定剤を内服されていた。
患者の安全教育に問題
ナースコールの必要性についての理解不足や自己の出来る力に対して過信を十分察知し頻回に
観察するよう心がける。遠慮がちな性格の患者に対してはナースから声かけをする。
坐車の乗り方訓練
夜間のトイレ指導、ナースコールの指導。
安静の必要性、負荷の与える影響の説明が不足していた。

相手への一方的な説明だけではなく、理解してもらっているかという判断も十分考慮し、相手にあ
わせた説明方法を行っていく。
高齢で厳格な性格。トイレの時は看護師に知らせるよう伝えていたが、ナースコールすることはな 移動時は転倒の危険があるので必ず看護師に知らせて下さいと伝えるも、反応悪い。
く、一人でトイレへ行かれており発見した際に見守りを行っていた。歩行は安定していたが、高齢
で筋力低下あり転倒リスク高い為注意するよう申し送りも受けており、見回りの際もトイレ声かけし
ていたが訪室時は尿意なかった。
起床前であったため辺りも暗く患者に気付かなかった。
廊下には不必要なものは置かず目配り気配りをしながら業務を行う。

統合失調症のため、何をしたのか意味不明。 患者観察の甘さ。

患者観察の強化を指導。

理解力・判断力の乏しい患者様にホールへ行くよう声掛けしの側を離れてしまった。 他のスタッフ 患者は最近長下肢装具をつけ、歩行訓練を行っている。意識レベルは、１～でその日の状況にも
に声掛けしなかった。他の患者様のコールに対応する際、他の職員に連絡し、どちらかの介助を むらがあり、指示がすべて入るわけではない。転倒の危険性は高く、転倒経験も2回ある。転倒の
依頼する事を 忘れていた。 今後、トランスが見守り必要患者様に関わった時、最後までけして リスクが高く、どう行動するか解らない患者を見守りからはずす事はあってはならない。車椅子の
側を離ない様にする。
自操は最近物にぶつかることなく出来るようになっていた為に自操を促していたが、ちょっと声を
かけて、常に見守りが必要な状況にしておくことが出来ていなかった。連携不足。夜勤の最後の時
間帯であり、夜勤者全員の気の緩みはどうだったのか？の反省も必要と考える。 患者は若く行
動力もあり、判断力・理解力には乏しい等、リスクが高くＡＤＬの拡大を図り日常生活を支援してい
る状態の為、関るスタッフの苦労は身に染みて感じます。だからこそ苦労が報われるよう事故防止
を”
トイレより大きな物音がしたので見に行くと患者が尻もちを着き家族が抱え上げようとしていた。ト 患者状態把握
気分悪いときはナースコールをするよう説明する。
イレで気分が悪くなり手洗いで嘔吐しようとして手が滑り転倒した。擦過傷あり。
トイレより大きな物音がし駆けつけると転倒していた。本人は「何でこけたか分からない」と言う。車 発熱のためベッドサイドにポータブルトイレを設置し体温計を貸し出し発熱時等体調不良の時は 患者の状態をもう少し詳しく観察し発熱していることにもう少し早く気づくべきであった、そうすれば
イスで病室移送「頭を打った」と言われるため、Drに報告し様子観察となるバイタル測定、悪寒あ 必ずポータブルトイレを使用するように説明していたが本人の判断によりトイレへ独歩で行かれて トイレにも付き添うことができた発熱時や不安なときは、トイレに付き添うかポータブルトイレを使用
り。
しまった。
するよう再々説明していく。
トイレより部屋に戻る途中松葉杖が十分に上がらず引っかかり転倒
覚醒後であった
充分の覚醒後移動するよう説明する 車椅子設置
トイレより歩行して出てきたところ発見される。体幹抑制のボタンはされているが、すり抜けた様
歩行できるが、場所などの把握が困難なので、体幹・うーご君が装着されていたが、ボタンがつい 骨盤、腸骨の上に抑制帯がのるようにして、しっかり固定する。うーご君の装着はテープなどで固
子。柵はおろされていずあがったまま。うーご君は病衣につける部分がはずされ、ＯＮになったま ているのは見たが、それがすり抜ける太さかどうか確認を怠りました。そのため、尿意があるもの 定し、簡単にとれないものにする。
まであったが、コールは鳴らなかった。転倒、ふらつきはないが、効果的な抑制ではなくヒヤリハッ の、ナースコールの押せない患者はあせってすりぬけてトイレに行ったものと思われます。
トであった。
トイレをするのに足台の上へ足をのせてから手すりを持って立ってもらったが、安定が崩れた。介 便座に腰を掛けてから足台の足を乗せる
常に安全を心がけ、簡単に考えない
護者が両腕で支えたが支えきれずにしゃがみこむ形になった
トイレを使用としてこけた
ポータブルトイレ使用中ふらつき横にあった円椅子で右胸部を打撲
本人がポータブルトイレを嫌がり実現が難しい ポータブルトイレに柵のあるものを使用する
トイレ介助していると、隣室よりすずの音がしたため訪室する。患者がすでにすでに車椅子に乗っ ＣＦで夕食後、バルーンをウロガードに接続するようとりきめてあった。ウロガードが床におかれて 訪室をこまめにする。ウロガードを床におき患者本人がもてるようにしておく。
ていた。見るとズボンを脱ぎリハビリパンツのみになっている。ベッド下にバルーンがふくれたまま なくて、Ｓ字フックにつれられていたため本人がとれず抜去してしまったのでないか。又訪室時間を
抜去され落ちていた。尿道口より少量の出血ありバルーン両挿入時痛み訴えあり挿入直後のみコ もう少しこまめにゆくべきであった。
ププラ血尿みとめたが以後黄色であった。
トイレ介助後、ベッドにもどり座位にて食事を待っていたが、くつを脱ごうとして前倒れになる。
車イスからベッドにもどったら、くつを脱がせる。安全な環境作り。 常に患者が自分勝手に危険な 食事がきてから起こす
行動をとらないような環境整備。
トイレ介助後ベッドにもどる車椅子から起立して滑って転んだ（床が少し濡れていた
サイドレールを確実につかんでもらえば起立動作を確実にすれば未然に防ぐ事ができた
無理せずに本人のペースでトランスをする。 周囲の環境を整備して床が滑りやすい状況でないと
確認する
トイレ介助後ベッドに移る時、患者の勢いが良く立ち上がり、足が滑り支えきれずに尻餅をつく
慎重に移ってもらうように声掛けをするとよかった
声掛けの徹底
トイレ介助後自室まで付き添う。しばらくベッドに腰掛けて休みたいと訴えたのでベッドに腰掛けた 自分でベッドに上がろうとしてベッドから滑り降りてしまった。
患者と何処までのＡＤＬなら自分で出来るということを、確認しあっておき、それ以上は無理をせず
のを確認後その場を離れた。その後物音がした為訪室すると、患者がベッドから滑り、しりもちをつ
ナースコールしてもらうよう説明する。
いていた。
トイレ介助中、すべり落ち左前頭部打撲された。
カーテンの裏に待機しており発見が遅れた。
常に観察しておく。
トイレ企図、ベッド柵を乗り越え転落。
ＩＣＵの個室での出来事。ナースコールの説明不十分、状態把握不十分。
頻回の訪室、コミュニケーションの強化。
トイレ企図、寝ぼけて尻餅
眠剤の影響下
ナースコール利用 指導
トイレ希望のナースコールあり、訪室。患者様より「さっき転んで、人に助けてもらった。」と申し出 普段よりベッド柵３本使用（足元一つだけはしていなかった。）移動時にはナースコールあり、ナー 転倒後は柵４本とし、転倒チェックリストにも「要注意患者」をあげ、転倒防止に向け計画立案。本
あり。カーテンを閉めようと思いベッドサイドに立ち、柵・ベッドフレームにつかまり歩いているうちに ス付き歩行か車椅子を利用していた。現在まで危険な行動見られなく、必ずナースコールしてくれ 人へも再度体動時には必ずナースが来てから動くことを説明した。
尻もちついてしまったと。同室患者の家族に助けてもらったとのこと。痛み発赤等なし。
ていた為、抑制、うーご君等は使用していず。
トイレ後、まわりの片付けをしようとし転んだと本人。
予測し再三注意をしているので本人も理解していると思い込んでしまった。
利用者の状況に応じてフロア対応。
トイレ後、移乗の介助をしていると立位時から下肢がおれ座り込まれそうになる。体を支えたが左 下肢がおれる事を予測していたがしっかりと支えきれずにいた為。ズボン、腰部を持っておくべき 予測しながらいつおきてもいいように準備をしておく。
膝をフットレストに当てびらんがあった。看護師に報告し、消毒、ゲンタシン、リバテープをする。
だったと考える。
トイレ後、看護師がいなくなってから床頭台の引き出しを空けようとして、床頭台、テレビと共に転 認知障害があり、転倒暦あり。何度も説明しているが、転倒した認識、記憶もない状態である。頻 認知障害があるので、目を離さないようにするしかない。
倒。
回に訪室して見回りをする。
トイレ行きたいと希望あったため、座ってもらっていた。その場を離れる時、終わったらナースコー 前日にも同じことがあり、その時は車椅子を持ちトイレから廊下に歩いてきていた。転倒はしな
転倒について、その都度アセスメントする習慣をつける。
ル押すよう声をかけた。しかし、勝手に移動しておりトイレ内で転倒していた。
かったが、説明しても勝手にしてしまうことが分かっていた。その上、眠剤＋精神神経用剤を内服
していることから転倒のリスクは高いと分かっていた。アセスメント不足である。
トイレ座位から車椅子に1人で移乗する際転倒
患者状態観察不足
スタッフが介助することを説明する
トイレ時、胸腔ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞをｸﾗﾝﾌﾟし、開放するのを忘れた。
ドレーンをｸﾗﾝﾌﾟしていることを受け持ち看護師につたえたが、医師の指示と思いこんだ
受け持ち看護師への伝達は、正確に伝達する。 ｸﾗﾝﾌﾟに意義を考える
トイレ終了後に足元がふらつき転倒する。
排泄時は、ナースコールを押すように説明していなかった。
説明をしっかりする事と理解させる事。
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具体的内容
背景・要因
トイレ清掃中、職員が制止したにも関わらず、患者がトイレに入り、用をたしてしまった。床が濡れ スピードが速く制止しれきなかった。観察が不十分だった。
ていたので転倒する恐れがあった。
トイレ前の廊下で人が倒れているとの他患者からの報告があり現場に行く。床に座って痛がって 患者自身が危険を認知する能力が低かった、発熱が持続している状態であった
いた。片方だけスリッパを履きもう一方は部屋のベッド下にある。ズボンのすそが長く足が出てい
ない。本人は「滑ってしまった」「全身が痛い」と言う。自分で歩行できる為そのまま自室まで付き添
いで歩行するがふらつきある。
トイレ前の廊下で転倒している所を発見した。患者は松葉杖が滑って転んだと言われた。
観察不足 清掃の後であったので床が濡れていた可能性もある。
トイレ中断後、回路接続、ポンプのスイッチを入れる。 警報ブザーが鳴って、静脈側のコッヘルが 患者と話をしていて注意に欠けていた。 確認不足
止まっているのに気付く。
トイレ内にて立ち上がろうとして滑った。自力では立ち上がれないため、看護者が介助。全身、発 以前より、転倒の可能性がある患者であり、トイレに行く際など、付き添うようにしていたが観察が
赤・疼痛なし。
不十分だった。
トイレ入り口前の廊下で患者がお尻をついてしゃがんでいる。近くにより見ると、右薬指が出血して 観察が不十分だった。
いる。ＮＳに報告し、対応してもらう。指の先１ｍｍぐらい皮が剥けている。処置して本人に話を聞く
と、ふらついたと話される。自室誘導し、バイタルを測る。頭部クーリングし、Ｄｒに報告する。様子
観察とのこと。静かに休むよう話す。
トイレ歩行に少し介助を要する患者で、排泄ごとにナースコールを鳴らすよう説明していた。１時、 排泄時、ナースコールを鳴らすよう言っていたが、それ以外にも頻回にトイレに誘導する必要が
ナースコールあり、トイレ歩行に看護師が介助した。５時、看護師が訪室時、トイレ前に座り込んで あった。
いるのを発見した。後頭部、右腰部打撲したというが、腫脹、発赤なし。主治医報告、様子観察と
なる。
トイレ歩行は見守り・軽介助で行っている患者。小刻み歩行で転倒の危険あり、ナースコールが押 機器などへの不慣れ 患者や家族の要因
せないためなる君コール使用していた。頻尿で1：30．1：40．2：00と尿意ありなる君コールにて対応
し、トイレに行っていた。2：30頃リーダーが同室者のところへ行こうとしたところ入口付近で転落す
る瞬間を発見。転落と同時になる君コールが鳴る。左頭部より床についたようで左眼瞼に切創あり
圧迫止血をし、Drコールする。Drが縫合し、CTとる。家族に連絡し、家族付添いを依頼。個室にて
両上肢抑制し朝まで危険なく過ごす。CT上異常はみられなかった。
トイレ歩行後は点滴ルートが三方活栓から外れており、ＣＶカテーテルが閉塞
確認不足
トイレ歩行時、軽度のふらつきあり、そのままトイレへ入るが、トイレから出てくることができず。ドア トイレへ入る前に体を支えるよう、援助が必要であった。
を開けると患者はトイレ内でうずくまっていた。足が滑ってしゃがみ込んだという。打撲なし、意識清
明、当直医師に報告、様子観察となった。
トイレ歩行時にふらつき後頭部打撲。いつも数秒立位を取り歩き始めるのを直ぐに歩き始めてし レンドルミン内服
まった
トイレ歩行時転倒。カーテンの網目に点滴台がひっかかった。
業務手順、チェック体制
トイレ誘導しようと部屋を訪室 シーツ 服など血が付いていたため 本人に話を聞くと ころび 記載なし
ながらトイレに行った とのこと 右前腕に出血があり トイレへの移動時にできたものと思われ
る
トイレ誘導の為、声をかけ、スリッパを履いていただき歩こうと１、２歩出た時、ベッドの足につまず ・夜間のトイレ誘導は、起きたばかりであり、車椅子での誘導を行う必要があった。 ・右半身麻痺
き、バランスをくずされた。看護師が後ろで支えたが、両膝を床についてしまった。当直医へ報告 があり、リハビリの段階であった。
し、診察依頼。経過観察の指示あり。
トイレ誘導後、胃瘻チューブが床に落ちているのを発見。患者は首をかしげるばかり
固定等はどうであったのか
トイレ誘導時、トイレの床が濡れており足を滑らせ背面より転倒。身体を支えようとしたが、間に合 トイレ誘導時床が濡れていないことをしっかりと確認するべきであった。
わず後頭部に少量の出血を確認する。意識レベルクリア。当直医報告。診察あり。イソジン消毒と
様子観察の指示あり。歌を臥床しながら歌っている。嘔気、気分不快の訴えなし。
トイレ誘導時かなりの抵抗が見られた為二人介助にて排泄をすませる。デイルームに戻ってきた 内部出血部の腕を支えていた際利用者が強く抵抗し、腕を振り払った為ではなかろうか。
際右前腕に２センチ台の表皮剥離を発見する。ただちにナースに報告しイソジン、ゲンタシン、シ
ルキーにて処置。
トーワラートL朝１昼１寝る前２を朝１昼１夕１で調剤
早番で調剤他の業務も行っていたため注意力に欠けた
ドーンという音が病室から聞こえる。訪室するとベッドの横に顔から倒れている。転落前は家人と 患者が不安定だということの認識が足りなかった。 家人も患者様一人で端座位でいることがどれ
一緒に端座位をとっていた。家族が一瞬席を外している間に転落したとのこと。本にはオーバー だけ危険であるか、理解されていなかった。
ベッドテーブルの物を取ろうと手を伸ばしたらバランスが崩れそのまま転落したとのこと。
ドーンという音が聞こえ訪室したところ患者がベッドサイドで尻もちをついたかたちで倒れていた。 ベッド柵は片側にしかつけられていなかったが毎日眠剤を服用されて入眠されていた患者であっ
患者に事情を聞くと、去痰困難感があり痰を出そうとして起きあがろうとしたところ誤ってそのまま たため転倒の意識も少なく、大丈夫だとの思いこみもあった。
床に落ちてしまったとのこと。打撲痛なくＶＳ安定していること確認した上で当直Ｄｒ報告し様子観察
となった。日勤帯になり内科Ｄｒに異常なしと診察してもらう。
ドーンという音にトイレへいくと患者が尻餅をついていた。 ベッド柵をはずして車イスでトイレに
日中一部介助で行なっている行為が夜間では一人でできると言う、思い込みがある。
いっていた。
ドクターの指示、左肩ＸＰを見て、準備して左と思い乍右の用意をしていた。患者様に指摘され気 思い込みによる問題 指示の見間違い。見落とし。
づく。まだ撮影はしていなかった。
ドクター指示に指示棒を付けていなかった。
複数の指示を書いており、急いでいた。
ドサッという音が聞こえた為に訪床すると患者様がベッドの足元に倒れていた。後頭部の腫脹が 観察不足
ありＣＴ検査を行ったが異常はなかった。患者様は１８時３０分頃にハルシオンを服用して休まれて
いた。
ドサという音で訪室すると、右側臥位になり倒れていた。足元のベッド柵を外していた。
ベッド柵がTバーと柵であり黄色の安全バーがかけられていなかった点、うーご君が付いていな
かった点、自分では動ける患者ではないと過信していた点。
ドスンという音がして、近くにいた看護助手が患者の病室に行った。看護助手が行ったときには患 ふらつきは時に自覚していたものの、ＡＤＬは自立しており、歩行容姿も安定していた。 シャワー
者様は他の患者様に支えられ、ベッドに戻っていた。看護助手からの報告があり、当事者が訪室 浴も自立していたため、介助は行っていない。 患者様には日常より、ふらつきがある場合はナー
した。患者様からの情報によると、シャワー浴をすませ、病室へ帰室し、衣装ケースに手をつこうと スコールするように指導し、手すりを使用する旨を伝えていた。 患者様のＡＤＬ状況を過信しすぎ
してふらついた。そのまま、尻餅をつく形で転倒したという。
ていたことが要因の一つであると考えられる。 血圧の一時的上昇によるふらつき、衣装ケースの
不安定感、真ん中ベッドで行動に影響したのではないかなどが考えられる。
ドスンという音にて訪室すると、ベッドとポータブルトイレの間に膝をつき転倒している患者を発見 患者の「自分自身でできる」という過信と観察不足
する ポータブルトイレを引っ張ろうとして転倒してしまったとのこと
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改善策
トイレ個室から出たときは、手をつないで出口まで誘導した。女子トイレ清掃中は、男子トイレを使
用することになっている。しかし、患者様によっては、男子トイレを使用することに抵抗を感じること
もあるので、清掃前に、トイレを済ませるように声かけしたり、やむを得ず使用するときは、誘導す
る。
ナースコールを使うように指導する。部屋移動し室内にトイレがある部屋に移動する。

床が濡れていると松葉杖は滑りやすいので床が濡れていないか注意して歩行するように説明す
る。
再確認を行う 集中して行う
転倒のある患者は、特に観察を十分に行なう。また、トイレ等に行くときは声かけをして貰う。
巡回をこまめにする。状態観察を行う。

ナースコールで知らせてくれる時とくれない時があり、訪室のタイミングも睡眠パターンを乱すおそ
れがある。排尿パターンを知り、事前の声かけを行う。
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど)管理の強化。
コミュニケーション(患者説明、スタッフ間の連絡、対人技術、接遇など)の徹底

ルートを手繰り先端まで確認．緩んでいないかを確かめる
処置室のドアを開き、トイレの入室を確認し、時間的に考えて行動する。
ふらつきが強い場合にはベッドサイドでの排泄をうながす 眠剤服用後は直ぐに歩き出さないこと
を徹底する
排尿時のナース介助。点滴台の調節。カーテンの交換。
一人で移動が危険なので ナースーコールの指導するも一人でトイレに行ってしまうので 車椅子
を部屋の外に出し ポータブルトイレをベッドサイドに設置
・夜間、朝方のトイレ誘導は、歩行でなく車椅子を使用する。 ・歩行の際は、初めの１、２歩は、
しっかり前に足を出すように声かけを行い、注意を促す。
固定後、腹帯の着用の徹底
床が濡れている場合は直ちに吹くことが原則である。病棟内の巡視時に患者の観察だけに留まら
ず、環境面においても注意深くみる。
腕は絶対握って介助しない。見守りにて移動 抵抗が強いときは無理には誘導せずに時間をずら
す タイミングを見ながら介護を行う
調剤中に他の業務を行って調剤に戻ったら再度一から調剤
家族に麻痺などがあり、バランスが崩れやすいことを説明。 患者一人になるときは安全な体位に
してから席を外す。 また家族へも指導をする。
眠剤を服用されている患者には常に転倒する危険性があると頭に入れ、ベッド柵を増やしたり患
者のまわりの危険を前もって回避していく必要がある。
ベッド柵をはずれないようにする。 時間でトイレに誘導する。
どこの撮影をするのか、患者に必ず確認をすることを続けていれば、間違ったまま撮影せずに済
む。
1つ1つの指示を確認しながら書く。
睡眠導入剤を服用して休まれた患者様はリスクを考えて頻回に訪床して観察する。
うーご君を取り付ける。
ＨＴがあり、バイタルサインをチェック。（血圧値の異常な上昇はなかった） 外傷の有無を確認し、
主治医へ報告。その後も経過に留意し、異常の早期発見に努めた。 ふらつきがある時はナース
コールするよう、再度、説明。尿器の使用を促す。 尿器を使用し、できるだけ、臥床した状態から
ゆっくり起きあがって、すぐに歩かないよう指導。 安定感のある衣装ケースに交換してもらう。
（ベッドサイドの空間を広げるため、衣装ケースも一体化した、安定感のある床頭台にしていただ
く）
排泄時はナースコールするよう指導する ポータブルトイレの位置の変更をする
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具体的内容
ドスンという物音があり、二人のＮＳにより発見。ベッドと平行に左を下にした状態で倒れていた。
本人は水を飲もうと思って起き上がった時に前に倒れた。左が麻痺のため左側から先に倒れたよ
うであった。左の膝と肘に発赤があり、左の頭部が少し痛いとのことであった。左膝と肘に湿布を
貼用した。ＢＰ９３／７２ Ｐ６２と問題なく痛みも持続しなかった。その後Ｄｒにコールし、緊急ＯＰ中
だったのでその後診察してもらうが、ぐっすり眠っており痛がっていないため様子みることとなる。

背景・要因
改善策
患者はある程度自分の事は自分でしたいという思いが強いが、現在脳メタによる治療中で、リハ 夜間は眠剤を飲んでいるため、日中よりもＰｔがふらつく可能性があり、柵を夜間だけでもきちんと
ビリは行っていない。左片麻痺があるので、自分でできると思っていてもできない事があることが ４本することが必要であった。
考えられる。事前に起こりえる事故は予測し対処していかなければならない。患者が看護師に気
を使わずに頼みやすい環境と、患者のベッド周囲を使いやすくなるよう工夫し、夜間は眠剤も使用
するため柵を４本にする必要があった。

ドスンと音がして見にいくと、廊下に上向けに横たわり、あーあーと言っていた。お膳がぐしゃぐしゃ
になり食器等が割れていた。ベットに搬送後 BP 164/82 P 64 クリアー 頭がふらついたところ
にお膳を下げに行こうと廊下に出たらふらついてお膳をほうったら尻もちついた。
ドスンと音がして訪室すると、麻痺側を床についてベッドから転落していた。トイレに行くため、車イ
スに移乗しようとして転落したとのこと。ＢＰ１４０／６４。外傷はなし。レベルダウンもなくクリア。
車イスに乗せ、トイレに行き排尿した。
ドスンと音が聞こえたので看室から出てみると、患者様が病室前の廊下で仰向けに歩行器と一緒
に倒れている。すぐにNSと一緒に起こす。右の靴が脱げていた。患者様には靴をきちんと履いて
歩行器をしっかり持って歩行するよう話す。
ドスンと物音がするため訪室。ベッドに背もたれて座り込んでいる患者を発見する。「おしっこをもら
した。」と言い、便失禁がみられていた。頭を打ったと言うが発赤や腫脹見られず。
ﾄﾞｽﾝの物音で訪室。患者が左半身を下にして倒れていたのを発見。「ｵｼｯｺ？」ポータブルトイレ座
らせ排尿介助しﾍﾞｯﾄﾞに臥床させる。
ドックの患者2名の尿の定性検査をしようと、一人目のバーコードを読ませて、沈渣が必要な患者
だったので検体をスピッツに分注したところで、心電図の患者が来られた連絡が入り、定性をかけ
忘れたままコップをラックにしまった。2人目も急いだ為か、バーコードを読ませ検体をスピッツに分
注しただけで、定性をかけずにその場を離れた。次の患者の検査の時に担当者が気が付いたた
め診療への影響はなかった。
ドック者、内視鏡検査でバイオプシー有りを伝票に記入漏れ
ﾄﾞｯｸ受診者の血液型検査を行った時、検査結果はA型であるのにB型と記入した。ダブルチェック
を行った技師も謝りに気付かず確認の印を押してしまった。健康管理課の技師が気付いた。
ドック受診者の便中ヘモグロビンの結果をパソコン・ワークシートの両方に入力し忘れた。検体提
出から2週間たって健康管理課から問合せがあって判明した。

・ふらふらしていたのに自分でお膳を下げようとしたため ・看護師の確認・説明不足

・下膳ができないような状態の患者にはこちらから行うように説明する。できない事や不安な事が
あれば看護師に言ってもらう。

・患者への理解のさせ方 ・見守り強化

ナースコール指導を行い、夜間は尿器の使用を勧める。 頻回の訪室を行う。

観察が不十分だった

当直医に報告。様子を見てくださいとのこと。一時間毎の巡視とする。夜間トイレに行くときはナー
スコールを使うよう説明する。靴の問題か、眠前薬の影響か、職員全員で今後の観察を話し合う。

ドプラム２時間で施行中 １２月１日９時よりドプラム１時間へ下げる指示あり カーデックスに記載
あるがリーダーしかカーデックスをよく見ておらず受持ちナースに伝達すべきであったが忘れてお
り１６時３０分気付く
トランスデューサーの下の三方活栓が斜めに上を向いているのを発見
トリプタノール１０ｍｇのところへ２５ｍｇを入れてしまった
トリプタノール処方が前回で終了となっていた。オーダリング画面上、前々回のDo処方を選択した
ため、中止薬が処方されてしまった。患者さんは既に処方を受け取っていたが、間違いに気付い
た時直接連絡をとったところ服用前であった。うつ傾向の方で、服用しても影響は少ないと考えら
れる。
トリプタノール錠の処方を「部門転送なし」でオーダーしたため、薬が調剤されなかった
トリプタン錠２コが青色であった。夕は青と黄色で違うことに気付いた。昼は気付かず内服させてし
まった。
トリフリード１０００ｍｌ／２４ｈの輸液指示をリーダーが見落とし、輸液速度を８時間設定し滴下し修
了。
ドルミカム＋生食40ｍｌの指示を生食50ｍｌで溶解してしまった
ドルミカムの点滴を1時間かけて点滴した。その点滴がなくなり、交換しようとし、注射伝票を見たと
ころ4ｍｌ/ｈの指示であったことに気がつく。主治医に報告し、様子観察となるが、患者には特に異
常は見られなかった。

ナースコール指導し、身障者トイレでの排泄介助を行っていた。アセスメント不足。大丈夫だと思っ 移動時のナースコールの繰り返し説明。夜間のポータブルトイレ設置。体動センサーの使用。.
た。患者・家族の理解が不十分であった。
高齢で術後なのに、転倒転落のアセスメント評価、予防策、ケア計画が出来ていない。
転倒転落のアセスメントスコアの評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（誘導排尿、ﾍﾞｯ
ﾄﾞ周辺の環境整備、ナースコール指導）
沈渣があるのが分かっていたので採っておこうと思ったことと、心電図の依頼が出たので先を急い 落ち着いて検査する。必ず確認する。
で色々なことの確認が出来ていなかった。

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
検査実施者の間違えに気付くはずのダブルチェックでひっかからなかった。 一度に6人分のダブ
ルチェックを行った。 血液型検査をした時、一度に6人分行ったが途中で席をたった。
ドック受診者の便ヘモは10検体以上まとめて用手法で検査し、結果を手入力している。機器購入・
オンライン接続は検討したが採算に合わないため導入していない。

連絡の徹底、確認
検査者・チェック者ともに確認を徹底する。 血液型(輸血）検査時は絶対席を立たない。 忙しい
時間帯を避けて検査を行う。 ﾄﾞｯｸ腹部エコー担当者がﾄﾞｯｸの血液型を行う。
便ヘモのキットに検体ナンバーを記入し検査を行う。 ワークシートの記入モレなどの確認を行う。
健康管理課には当日中にワークシートに漏れが無いか確認してもらい、当日中に指摘してもらう。

情報伝達ミス

リーダーとフリーの業務連絡を密にする

チェックの仕組み
業務上の問題
オーダリング画面上では過去の処方履歴が残っており、確実に確認しないで画面選択を行ったた
めの出来事であった。利便性を持たせるため、過去履歴を表示しているが、リスクもある。しかし、
過去履歴の利便性もあり、処方時の確認が必要であった。

頻回な訪室 三方活栓をテープ固定する
処方箋への表示を工夫する
画面選択を確実に行う。古い履歴を選択した場合、警告を表示するようなシステムの改善も検討
している。

処方医の認識不足
薬局から来たので安心していた。錠剤の色に関してうろ覚えであった。

「部門転送なし」の使い方をインフォメーションする
薬の形状・色などを覚える。

チェックの問題点。

指示板の再確認の徹底。

確認不足 １バイアルで溶解しなければならないとの思い込み
確認のルールを守る
注射伝票の確認が不十分であった。 新人看護師であり、輸液ポンプを使用して点滴することなど ドルミカムの点滴を行う際は輸液ポンプを使用することを知る。 看護師間で新人看護師がどのよ
を知らなかった。 他の看護師も一緒に点滴を確認しておきながら、輸液ポンプを使用することを うなことをしているのか出来るだけ把握し、質問しやすい環境作りをする。
指導しなかった。 どのように点滴するか疑問に思ったにもかかわらず、他の看護師に質問しな
かった。
ドルミカム希釈液がＰＶラインから１ml／ｈで持続していると申し送りを受け、微量なため不思議に 「おかしいな」と思った時にすぐ確認処置をしなかった。
「おかしいな」と思ったことはすぐに確認処置をして確実に薬液が投与されていることを確認する。
思ったが確実に流れているかの確認をしなかった。外観上漏れがないかは観察していたが、その
傾向はあまりに微量なため現れず.夕方ライン内の開通を処置確認した際つまっていた事が判明
した.
ドレーン自然抜去
ドレーンは、指示にて平圧だったため、ひろげるまで気がつかなかった。
各勤務帯でドレーンが抜けていないか確認することの検討
ドレーン挿入時に、執刀医から「メス」と言われ手渡した。同時に外回り看護師から声をかけられた メスから目を離したため
どんな状況であれ、メスや針等は確実に手渡し終わるまでは、目を離さない。
ため、メスから目を離した。メスを手渡した右手をそのまま引かず、手渡した状態だったため、執刀
医の持っているメスが、私の右手第３指に刺さった．
トレッドミル検査に来院された患者が、食事摂取、内服薬服用していなかったため検査が出来な 検査前の説明をわかりやすくすべきであった。(食事をとってもいいことを患者はわからずにいた。) ・高齢の患者には、分かりやすい言葉で説明する。 ・検査の「お知らせ」用紙の見直しを行なう。
かった。
トレッドミル施行中、プリンターのエラーが発生し、印字ができなくなった。施行した患者は特に心 当院の機器は修理中であったため、代替器を使用していて同様のエラーが発生した。
早急に新たな代替器を手配してもらうことにした。
電図変化がなかったためＤｒがリアルタイムで心電図を見て判断し検査を終えたが、それ以降の患
者は事情を説明し次週に予約を入れなおしていただいた。
ドローシーツ入れの倉庫にビーズマットが誤って入っていた。
他病棟の印があったが間違えて入れてしまった様子。クリーニングの確認が不十分であった。
他病棟のことだが、改めて当病棟でも分別の徹底を行う。
トロッカーカテーテルよりピシバニールを局所注入する介助の時、生食２０ＣＣとピシバニールの溶 医師の目前で作業をしたが、ピシバニールを溶かしていないとは、まったく思っていなかった。 使 ピシバニールと溶解液を一緒に冷蔵庫に保管することにした。
解液 のみを注射器に詰める。 翌日冷蔵庫の中にピシバニールが残っていたので、使用しない 用薬剤のアンプルの確認をしなかった。
ことに気づいた。
トロッカーを自分で勝手に抜いてしまった。特に副作用なし。
夜間不穏あり、気を付けていたとの由
夜間不穏時対策、不眠対策
トロッカーを挿入している患者に対し、毎日9時に開放し、500ml貯留または500mlに達しなくても21 最初に開放を依頼し、自己にて確認もしたがやってもらったという意識が強く十分な観察、確認を 観察ごと、刺入部から排液バックまで追って観察をしていく。
時に閉塞するという指示のもと行っていた。その日、日勤リーダー業務にてメンバーに、9時のド
行わなかった。量の確認ばかりに気をとられ、ルート管理を怠っていた。
レーン開放を依頼した。その後、流出量やドレーン管理を行っていたが開放されていないことに気
づかず、少しずつ排液の増加も見られたため確認を怠ってしまった。準夜帯にて21時に閉塞しよう
とした同職者にて発見された。その後ドクターに連絡し、すぐ開放され30分ほどで500ml貯留が見
られた。患者の状態には変化なく、特別な処置、治療は行われなかった。
トロッカー挿入され持続吸引中．エアリークが著明にあった．11時ごろ医師が訪室したとき，Ｗ
確認不足
挿入部だけでなく，ラインを全てチェックする
ルーメンのキャップが外れているのに気付き消毒後キャップした．その後リークは著明に減少し
た．
とろみつきの味噌汁を出すべき患者様に澄まし汁のようなさらさらした汁を配膳してしまった。
思い込みによる確認不足
食札の細かいコメントまでよく確認する。
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具体的内容
背景・要因
トロンボテストの採血指示あり検査するが重複していた医師は伝票に14日と記載し指示簿には21 指示簿の日付と伝票の日付を伝票の日付をみてとってしまつた。指示簿と伝票の確認が不充分
日と記入、事前に気づかず採血し再度指示簿をチェックするときに気づいた、14日分は朝すでに であった。
採血されていた。
ドンという音がしたので病室にいくと患者様が転倒してるのを発見する。
靴をしっかりはかずにあるいたためふらついた。
ドンと音がして病室へ行くと、患者様が床に座っていた。ドアに後頭部をぶつけたと頭に手を当て ふらつきがあり自力歩行が出来ないことを理解していなかった為に起きた。
ていた。頭部の出血、腫脹はなし。バイタルサインチェックし変わりはなかった。ベットに臥床させ、
経過観察した。
ナース・コールあり、訪室するとベッドサイドに転倒していた。 歩行器に移動しようとして転倒した 一人で移動しないように説明するも、自分では動けると思っている。
と。
ナース・コールあり、訪室すると床に座り込んでいる。 トイレに行こうとしてフラツキ転倒したと。
たくさんの薬を服用している事に対し、指導ができていなかった。
転倒後も室内排尿は嫌だと、車椅子でトイレへ。
ナースカレンダーにて管理していた向精神薬（テトラミド）を、カレンダーから抜き、眠前に服用して 薬を全部カレンダーから抜き出したつもりになっていた。
もらうはずだったが、カレンダーから抜き忘れ、眠前に内服してもらうことができなかった。
ナースが注文した昼食出前を運んできた業者が、診察中の診察室の扉を開けてしまった。
業務ルールの問題点
ナースコールあり、カルテも確認して点滴更新したが変更指示に気付かず更新、その時患者に指 点滴内容変更時の仕方
摘され気がつく。
ナースコールあり、トイレから帰ってきてベッドサイドで転倒したと訴えあり「右足が動かしにくい」左 日常より歩行不安定でありスリッパを履いていた、普段よりふらついたりトイレ歩行に自信が無い
腰打撲
ときは、ナースコールをしてもらうよう声かけをしていた。
ナースコールあり、訪室すると患者がベッドサイドに寝ていた。意識レベル低下なし。回診医師へ 失語の患者で発語による情報を得られなかったが、質問に対してのうなづきで、車椅子からベッド
報告をする。
に戻ろうとしたら力が入らず、立てなかったとのこと。
ナースコールあり、訪室すると便意あり、終了したらナースコールするよう指示し、ナースコールで 患者状態把握、環境整備
訪室すると床にしりもちを着いていた。異常なし。
ナースコールあり 訪室すると興奮した様子でＩＶＨを抜去していた
家人が付添われて傍に居られたが かなり興奮状態であった
ナースコールあり訪室すると、ドアを閉めようとして転倒した。異常なし。
患者状態把握。
ナースコールあり訪室すると、ベッドサイドのゴミ箱に座るような姿勢あり。排尿しようとして滑った ・夜間排尿しようとして座位になったが、バランスを崩した。 ・足元のマットに滑り止めがなかっ
様子。すでに、横シーツには失禁していた。打撲膿を確認し、特に外傷なし。バイタルサインにも問 た。 ・右半身麻痺あり、座位バランスが悪い。 ・昼夜逆転気味で、傾眠がちであった。（夜間あま
題なかった。患者への影響はないと考える。
り眠らず、明け方うとうとし始めるパターンがあった） ・いつもはナースコールするが、今回はして
こなかった。
ナースコールあり訪室すると、患者がベッドを背に床に座り込んでいた。ベッドからずり落ちた様 ADL拡大中の患者に対する完全管理やリスクの存在の認識不足 教育不足
子。妻の付き添いもあった。特に外傷などなし。
ナースコールあり訪室すると ベッド脇ロッカーの荷物を触っていたが思うように動かず倒れた
普段はトイレ移動時にはナースコールされていたが 今回はコールなし骨折しやすいため一人で
は移動しないように指導していたが
ナースコールあり訪室するとベットサイドに横たわっていた。トイレに行こうとして転倒した様子。異 患者状態把握
常なし。
ナースコールあり訪室するとベッドの横で倒れていた。ポータブルトイレで排泄後トイレットペー
観察不足 気管切開しており呼吸器も装着していたので移動が困難であった。
パーがなく室内のトイレに取りに行こうとして転倒した。腹ばい状態で倒れており前頭部腫脹あり
ナースコールあり訪室するとベットの下で四つんばいになっていた。異常なし。
ベット柵の点検
ナースコールあり訪室すると介助バーを持ったまま床に足を延ばし座っていた。本人はトイレの準 上下肢筋力が低下しておりポータブルトイレへの移動も見守り又は一部介助を要する状態であり
備のためベッドサイドに腰かけ床頭台の上に置いてあるトイレットペーパーを取ろうとして落ちた。 一人で行動しない様、日ごろより話してはいるが自分でもこれ位は出来るとの思い込みがあった
点。
ナースコールあり訪室すると床へうつ伏せになっているのを発見。
排尿の為に自分でやろうとして転倒する。
ナースコールがあったため確認に行くと、患者がﾍﾞｯﾄに横になって「今トイレから帰ってきて、部屋 夜間であったため、観察が不十分だった。
に入ったとき、転んで頭と右の肩をぶつけたので痛いんです。」と訴えがあった。特に傷は無かっ
た。ＮＳに報告し血圧測定する。
ナースコールがあり、「邪魔になりぬいた。」といい、胃管チューブを自己抜去していた。チューブ抜 患者の要因 患者への説明不足 観察の強化不足
いたまま様子観察、変化無かった。
ナースコールがあり、すぐに訪室するとベッド横にしりもちをつく形で座り込んでいた。本人は「落ち 観察不足 説明不足、ふらつきがあったので移動時はナースコールするように説明していたが聞
ていない」「倒れていない」と言い、外傷、疼痛はないが同室者が「すごい音がした。」と言っている きいれてもらえなかった。
ことから転落した事が予想できた。外傷はなかったが。
ナースコールがあり、患児の部屋を訪室した。 持続点滴中の患児がトイレに行こうとして、点滴 点滴のルートの強度より、児の引っ張る力が強かった。
ルートを引っ張り、ポンプ用輸液セットのゴム管とチュ-ブの接続部が外れ、逆血していた。 点滴
ルートを更新し、点滴は再開できた。 副師長に報告する。
ナースコールがあり、患者のところへ行くと、「チューブが邪魔になって切った。」といわれた。末梢 患者への説明不足。 患者の理解が悪い場合の、観察の強化について不足していた 患者の理
点滴のルートが３方活栓で切られ（鋏）、逆血していた。針を抜いて、新しくルート確保した。その 解度の把握不足
間、患者の状態は変化なかった。
ナースコールがあり、排泄のため、ベットサイドにあるポータブルトイレへ移乗介助した。排泄が終 ふらつきのある患者がポータブルトイレへ移っている際、部屋を離れてしまったこと。
わったら、ナースコールで呼ぶように伝え、部屋のすぐ外に出て採血の準備を行っていた。物音が
して駆けつけたときには、ポータブルトイレとベッドの間で、尻餅をついたような格好になり転倒さ
れていた。臀部痛、背部痛の訴えあり。バイタルは問題なく、外観上も異常は見られなかった。す
ぐに主治医に報告し、様子観察でよいとのこと。湿布を貼り様子を見ていった。
ナースコールがあり、訪室すると、接続部より外れ、刺入部からも逆血認めたので、抜針する。母 母がちょっと目を離した際に、ルートを外してしまった。ルートで遊んでいた。指導観察不足。
がオムツを捨てにいっている間に、患者がルートで遊んでいて、抜いてしまったと放される。医師に
報告、そのまま抜去となる。
ナースコールがあり、訪室するとベッド横でしりもちをついていた。ベッド横に車椅子に乗ろうとして 患者の理解力が乏しい。介助バーを自分でロックをはずすが、止めることをせず不安定になった
ずり落ちたらしい。立ち上がる事ができずにナースコールを押したようである。どこも痛いところは のだろうか。
ないと本人はいう。
ナースコールがあり、訪室するとベッド柵につかまり座り込んでいるのを発見する。臀部痛なし。擦 「座っておしっこをしたあと、こぼしてシーツを濡らしたのでタオルをしこうとしてふらついた」 認知
過傷なし
不足
ナースコールがあり、訪室すると患者がベッドサイドで中腰になっていて、他患者から転んだようだ 術後であり、創部痛のため食欲が低下していたことや、血管拡張剤投与中で、血圧をやや低めに
と説明を受けた。トイレに行こうとして点滴棒を支えにして歩き出した所眩暈、脱力感により足がも 調節していた為、眩暈や脱力感があり足がもつれたのではないかと思われる。
つれて転倒。
ナースコールがあり、訪室すると同室者に抱えられて患者が立っていた、トイレに行こうとして転ん 眠剤の副作用による見当識障害か、環境変化に対する不適応、ストレスによる不穏
だ様だが本人記憶なし。自分の部屋かどうかの認識もなし。腕に擦過傷ができていた。
ナースコールがありトイレに行きたいと言われた。他患者からもナースコールがあったので、靴ま 観察不足。普段から靴までは自分で履く事が出来ていたために出来ると安心していた。
では自分で履く事が出来る方だったので履いて待っているように伝え、他患者のところに行った。
他患者様のところに向かっている時に叫び声が聞こえたため戻るとベッドサイドに座り込んでい
た。
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改善策
日付けが違う時には確認すること、医師が伝票を記入したからと安心しないでよくチェックするこ
と。
本人の足にあった歩きやすい靴の選択が必要であった。 特に起床時、歩行開始時はしっかり付
き添い見守る事が大切。
頻回に訪室し、観察して状況に応じて対処する。
移動時はナース・コールをして頂くよう説明・指導する。 頻回に訪室し、声かけをする。
服用後は、ナース・コールを押して頂く。 室内排尿を指導していく。また一人で歩行するのは危険
であることを説明していく。
カレンダーから薬を抜き出した後、カレンダーからすべての薬が出ているかの確認を最後に必ず
行なう。
出前による昼食の自粛。食事場所の変更。
受け持ち看護師に確認、指示された内容再確認する。カルテもしっかり確認する。
排尿時はナースコールをしてもらう。
移動するときはナースコールをするよう再度説明を行う。 一人で移動したときの危険性などを説
明する。
患者の状態を見て最後まで見守る。
家人に協力を得る 目が届かない時果詰所へつれてくる
ベット柵をくくり、自分で降ろせないようにする。
・右半身麻痺あり、座位バランスが十分取れないことがあるため、排泄時はナースコールするよう
指導。 ・足元のマットは滑り止めに変えた。 ・訪室時は、排尿を促す。または尿意を確認する。
ベッド周囲環境の確認 夜間はベッド柵を4本にしておく。患者の状態を把握し、トイレに一人で行
かないようきちんと説明する。
骨折しやすいのでこけたらダメだという自覚は一応持っておられた 今後も再三注意を促していく
ナースに頼むのが億劫にならないように接し方を心掛ける
ナースコールの指導。頻回な訪室。
移動時はナースコールしてもらうように再度説明した。
頻回な訪室、ナースコールの指導、一人で動かないよう指導する。
ポータブルトイレをベッドサイドに置いたときは一人で行動し同様のことがおきているのでポータブ
ルトイレは離しておいている事の説明も再度行なった。
看護室をにちかくにする事と頻回に訪室する。
Ｄｒに連絡し、様子観察となる。ＮＳが３０分おきに血圧を測定する。トイレに行くときは必ずナース
コールするよう促す。トイレの声かけし、誘導をする。
患者への説明 監視を頻回にする
ナースコールしてもらうように繰り返し話す。 頻回に訪床し観察する。
家人に、移動時など、点滴のルートに負荷がかからないように注意を促す。
点滴施行前に、ルート類の取り扱い等についても説明する。
移乗している間は、そばに付き添っておく。

ルートで遊ばないよう付き添いに指導していく。外れた場合は速やかに対応する。
介助カバーは、常に９０度の状態で設置しておくと車椅子への移乗がしやすくなるので、車椅子と
靴を常に同じ位置に設置しておく。
訪室時には、トイレ介助について声かけを行う
疼痛コントロールを行う。 検温時、訪室時症状や、血圧などをチェックし必要に応じて安静を保つ
ように説明する。 点滴棒の危険性についても説明する。
ナースステーションに近い病室へと異動した。
排泄の訴えの時は他者に依頼してでも待たせずに介助する。
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具体的内容
ナースコールがあり行くと吐気がありトイレに行き嘔吐したら車椅子から滑り落ちたと言われ床に
座っていた。
ナースコールがあり行ってみたところ、車イスの横で上を向いて寝ていた。
ナースコールがあり担当看護師が病室へ行くと、患者が右手にライターを持ち、左手のＶ－ライン
を焼き切っていた。患者は肺炎の治療のため救急病棟から転入しており、持続点滴の指示があっ
て施行中であった。患者はアルコール依存症があった。入院間もないため家族が付き添ってい
た。
ナースコールがあり病室へ行くと、ベッドサイドにベッドを背に床に座っている患者を発見する。
コールは同室者が押してくれた。
ナースコールがあり病室へ行くと、左麻痺のある患者様がベッドサイドに左側臥位で倒れているの
を発見する。足側のベッド柵は外れていた。コールを押してくれたのは同室者だった。
ナースコールがあり病室へ行くと１床目の患者がベッドサイドの頭側の方で床頭台を前にして座り
込んでいるのを発見する。
ナースコールがあり訪室すると、「トイレに行きたい」と入り口に立っている。最終排尿から３時間経
過。下肢痛訴えられ、擦り傷あり。転んだ、と話されるがどのように転んだかは覚えていない、と。
バイタル著変無し。歩行状態はすり足で小股。
ナースコールがあり訪室すると、「ポータブルトイレで排尿後、着衣をしている際バランスを崩し、
ポータブルトイレにそのまま座り込んだ状態になった。自分でベッドに横になったがその後腰痛が
出てきたためナースコールした。」との事であった。腰部外傷、下肢しびれなどなくバイタルサイン
も異常なかった。
ナースコールがあり訪室すると、ドアの前に歩行器をそばにあぐら座りをしている。衣服に尿汚染
がみられ、靴は履かずに靴下のみであった。疼痛の訴えはなし。歩行器、杖歩行監視の患者様で
あった。
ナースコールがあり訪室すると、ベッドサイドで尻餅をついていた。トランスファーの際ベッドから滑
るように落ちてしまったとのこと。看護師２人で車椅子に乗車させる。打撲痛などなし。そのまま様
子観察する。
ナースコールがあり訪室すると、ベッド横で仰臥位になっていた為、痛みの確認をし痛みの訴えが
なかったので看護師とともにベッドに上げ、本人に聞くと、「ティッシュが落ちたので取ろうとして、ず
り落ちた」との事
ナースコールがあり訪室すると、胃管を自己抜去していた。患者は「夢を見ていて、めがねをはず
そうと思った」と言った。２時間前に創痛にてボルタレンＳの処置をしていた。
ナースコールがあり訪室するとベッドサイドにＡ氏が座り込んでいた。本人は、床に穴が開いてお
りそれに落ちたと言う。妻は、Ａ氏の体動が激しく、意味不明な発言もあり、Ａ氏の気持ちを落ち着
かせるために車椅子に座らせようとナースコールを押したところ、その隙にＡ氏が勝手に動いてお
り、下肢の力が入らず床で足を滑らせて座り込むような形で転落したとのこと。２２時にロキソプロ
フェンＮａ、レンドルミンを内服していた。
ナースコールがあり訪室するとベッド仰臥位になる際、頭から転落したとの訴えあり。後頭部に皮
下出血。
ナースコールがあり訪室するとポータブルトイレの横で、座り込んでいるところを発見。排泄の後
ベッドに戻ろうとして腕に力が入らず座り込んだとのこと。
ナースコールがあり訪室すると患者が呼吸苦を訴えた。人工呼吸器装着の患者でSpO2を測定す
ると８５％と低下していた。医師に報告 呼吸器の設定を確認すると換気量の設定が変わってし
まっていた。元の設定に戻し患者は回復。呼吸器設定ダイヤルを保護するカバーがはずれてい
た。
ナースコールがあり訪室すると自室床に仰臥位になっている。靴を履こうと思い落ちてしまったと
のこと。痛みは後頭部に少々あるが外傷はない。夕方から熱発があり、足に力が入らなかった様
子。気をつけていたにもかかわらずその日はベットから落ちてしまった。
ナースコールがあり訪室すると末梢ルートの血液が逆流しており、ルート内が閉塞していた。患者
は昨日も同じようなことがあったと話される。

背景・要因

改善策
移動時は看護師を呼んでいただく。 定期的に訪室し一人で移動することのないように配慮する。

用があるときはコールで呼んでくださいと説明していたが、理解が得られなかった。
・担当看護師は、患者がライターを持っていることを予測できなかった。 ・救急病棟看護師及び棟
内看護師間で情報共有が不足していた。 ・病棟看護師のアルコール依存症の離脱症について
の知識が不足していた。

ナースコール指導の不足。

リスクの高い患者様を把握し、見回りをする。
・主治医が患者の状態について家人へ説明し、理解してもらい、可能な限り患者の側にいてもらえ
るようにする。 ・ライター、はさみ、かみそりなど今の患者の状態では危険と考えられる物は、持
ちかえってもらう。 ・アルコール依存症の離脱症について棟内の看護師全員が理解し、複数で常
時観察、危険防止する。 ・ナースステーションに最も近い病室へ移動する。 ・家人が不在の時間
は、病室の扉を開けて担当看護師以外にも複数の目で観察する。（プライバシー保護はカーテン
を利用）
指導の徹底。

頭側のベッド柵はひもでベッドに固定されていたが、足側のベッド柵は固定されていなかった。

ベッド柵の固定を確実に行う。

隣の患者が倒れているのを助けようとして起きたが、ベッドサイドに座り込んでしまってから自分も
立てないことに気付き、ナースコールを押したとのこと。ベッド柵はついたままだった。
消灯後であり、照明が暗かった。 患者様は以前から、すり足・小股歩行で足下の注意不足著明
であった。 睡眠剤を内服し、中途覚醒時だった。 痴呆があり、身の回りがかまえずベッド周辺が
乱雑になりやすかった。
高齢による筋力低下。絶食中でもあり、ふらつきがあった。

頻回に訪室する。

観察不足

排尿に行こうとしたといい、ゴミ箱に排尿されていた。

頻回な訪室が必要。ペンダント式ナースコールやセンサーマットの使用検討。排尿パターンの再ア
セスメントも行う。
ポータブルトイレ使用時ナースコールしていただく。（ナース付き添い）

夜間はベッドサイドに尿器を用意し、排尿するように指導。 動く前にナースコールを押してスタッフ
を呼ぶように説明。

少し不穏状態の患者だった。いつもより、手足のしびれがある状態で行動してしまった。看護職員 体調が優れない時は遠慮せず依頼するよう指導する。忙しい時間帯ではあるが、各部屋に声をか
に依頼しにくかった。
けながら、行動する。
物が落ちたり、用事がある時は、必ずナースコールしてもらうように説明をする。

説明・指導

患者管理不十分。

鎮痛剤等使用後の頻回な訪室。 固定テープの貼用方法の工夫。

妻の付き添いがあり、安心しておりあまり訪室できていなかった。

不穏時指示のリスパダール液０．５ｍｌ内服。 付き添いがいても頻回に訪室して患者の状態を確
認する。

下肢の筋力低下が進んだことが原因と思われる。

ベッドよりキャスターをはずし、最低位とし、周辺にソフトジョイントマットを敷いた。

ポータブルトイレを、置きっぱなしにしていた。

ポータブルトイレを置きっぱなしにせず、その都度持っていき見守りで排泄してもらう。

医療機器とくに人工呼吸器の点検や管理上の問題点

今回呼吸器の保護カバーを確認し退室時には必ず設定値の確認をすることを全員にもう一度徹
底させる。

起床する前にナースコールを押していたら未然に防げたと思う。普段は元気な方なので自力で起 移動時のナースコールの指導。体調不良もあり頻回の巡視観察を行う。
きようと思ったとのこと。体調不良なので適時観察はしていたが、ナースコールの指導とともに不
十分だった。
ソリタＴ3 ５００ｍｌの形状が変わってから残量が少なくなってくると点滴ルートに血液の逆流があ ソリタの販売元に問い合わせる。
り、閉塞することがたびたび起きている。 ソリタのホームページにて調べると 『３０ｍｌ以上を混注
する場合はエアー針を使用』となっているが、エアー針でボトルに穴を開けてしまうと、エアー針を
開けた状態での目盛りがないため残量が分からない。
ナースコールがあり訪床すると患者が床に座っていた。ベッドに座ったまま床頭台に手を伸ばし髭 観察不足 説明不足
手の届かないものを欲しい時は看護師を呼ぶように話した。ベッドから手を伸ばして物を取る事の
剃りを取ろうとして転落したと言われた。
リスクについて話した。日常良く使うものは篭などにいれ手が容易に届くところに置くように説明し
た。
ナースコールがあり訪問すると トイレの中で横たわっていた。
業務手順、チェックの問題点
排尿時介助と頻回の観察
ナースコールがなったため訪室するとポータブルトイレの前に立っている患者を発見。 声をかけ 1人で排泄をしようと動いていしまったため 靴をはかずに靴下で歩いていた
離床センサーが鳴ったら至急訪室する 必ず靴をはいて歩くように話す
るとトイレに座るというので座らせようとすると転倒してしまった
ナースコールがなり訪室するとベットの右側でひざをつき上半身前かがみになっていた。尿取り
バルン抜去後オムツと尿器での排尿をしていた。夜間排尿確認はしていたが、排尿回数が多く間 マッタ君の使用。靴の使用。ナースコールの使用説明を繰り返し行なう。
パットに排尿あり、尿器にも排尿がある。
に合わなかった。スリッパを履きそこなった。患者は転倒後「自分でできると自信過剰になってい
た。」と述べている。バルン抜去後で転倒のリスクが高くなったが対策が不十分であった。
ナースコールがなり訪室すると床に倒れておられた。フォーリーの固定水は抜けており自己抜去さ 患者は脊髄損傷があり自己にて歩行困難である。また、眠剤内服されていた。
興奮時セルシン筋注の指示もらうが、落ち着きみられたため使用せず。ベッド柵が3点であったた
れ、尿道口からの出血あり。本人に確認するが、ベッドから降りたこともどうしてフォーリーをひっ
め、4点柵設置する。
ぱってしまったのかも覚えていない様子。血圧128/65、呂律障害軽度あり、意識レベルクリア。看
護師付き添いのもとベッドへ戻る。Dr報告し様子観察となる。
ナースコールが多発したため処置に追われ食前薬の与薬を忘れた。患者からの申し出がなかっ 処置が集中したため、一時的に職員不足に陥った。 患者ごとの時間管理が明確に行われていな 患者管理の徹底。緊急時の対応及び効率的な作業の検討。
ため、発見に時間がかかった。発見後医師に報告し、様子観察とした。
かった。
ナースコールが鳴り訪室すると、末梢持続点滴を空になっていたため慌てて点滴をとりにナースス 点滴交換時に患者名・内容の確認作業が行えておらず、確認したつもりでいたことが原因。 点滴 与薬時の確認手順作業を省くことなく確実に確認を行う。
テーションへ戻り点滴を交換した。日勤者が病室訪室時に点滴の名前が違うことを患者様本人よ ボトルが空になっていたため慌ててしまった。
り指摘されたと報告受ける。患者様の名前は違っていたが、点滴内容は同じものであり、患者様
には害は無かった。
ナースコールが鳴り訪室するとパンツとズボンを膝まで下げ、サイドテーブルに腰掛ておられた。 一時的に混乱されたようであり、患者の状態把握不足と不可抗力が大きい。
ナースステーションから近く見守りのできる病室に移動し、排尿誘導を計画する。
その直後にサイドテーブルが傾き転落された。ポートイレに行こうされたが間に合わず衣類を汚染
したため更衣しようと思われたようである。
ナースコールが鳴り訪室するとベッドサイドで尻もちをついているところを発見。一人でポータブル 患者本人が、一人でポータブルトイレに移動できると過信してしまったこと。また、頻尿である患者 トイレ移動時には必ずナースコールすることを説明。今後呼んでくるのを待つのではなく、看護者
トイレに移動しようとして転倒したとのこと。外傷無し。バイタルサインの変動無し。主治医に報告し に対しての看護師側のトイレ誘導の声掛けが不十分であったことが要因と考えられる。
側から頻回にトイレ誘導の声掛けを行っていく。
経過観察とした。
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具体的内容
ナースコールで呼ばれると患者がベッドと車椅子の間に座り込んでいた
ナースコールで行くと、ベッドが最高まで上がっており、ベッド下には患者が倒れていた。患者は
ナースコールで看護師を呼び待っている間に靴を履こうとして転落した。患者が押していたのは、
電動ベッドのリモコンであった。

背景・要因
改善策
業務手順、チェックの問題
車イスに座っている時は観察を頻回にする
電動ベッドのリモコンは、頭部や足は患者自身が使用することがおおいが、ベッド自体の昇降は とにかく転倒の危険のある患者には裏面で操作することとした 今後、ベッド作成時に考慮が必要
看護者が使用することが多く、同じ操作面であること、夜間は特に間違いやすい。また患者自身、
昇降していてもわかりにくい。リモコンには裏面に電動操作ができないようにできているが、面倒で
ある。 ナースコールと電動リモコン、テレビリモコンなどベッド上には類似したリモコンが多い。

ナースコールで点滴終了の報告を受ける。他チームであったが側管から行っている点滴ルートの 本来側管ラインに延長チューブはつけないことになっている。他チームであり注意をして行ったが 側管ラインに延長チューブはつけないことを再度メンバーに統一を促す。 行為一つ一つに細心
抜去を変わって行う。通常側管ラインをプラグに接続するが、今回さらに延長ラインがつけてあっ ミスに気がつかなかった。
の注意を払う
た。その途中の接続をはずしてしまい逆血してしまう。
ナースコールで訪室。仰向けに転倒していた。見当識障害あり。
入院翌日。本人の環境不適合
頻回の訪室
ナースコールで訪室。母親が目を離したすきにベッドより転落、母親の布団の上に落ちる。
家族への説明不足、家族の認識不足
オリエンテーションで説明
ナースコールで訪室すると、IVHの接続が外れていた。 輸液・血液でシーツ汚染有り。 IVHは閉 ロック式の接続が外れていたのはロックの仕方に問題がある
ロック式の接続の使用方法の確認と徹底
塞していた。
ナースコールで訪室すると、ベッドの上に立っていた。 シーツ交換時スイッチを上に上げてそのま ナースコールが上のほうにあったため、ベッドの上に立ち上がった。 シーツ交換等でナースコー 物品の定位置を一時的に変更した場合は、必ず元に戻す。
ま忘れた模様。
ルの位置を変え、そのまま忘れてしまった。
ナースコールで訪室すると、患者より腕のあたりが冷たいと報告があり、確認すると、末梢ラインの この前に、トイレ移動を行った為緩んだ可能性がある。移動後はラインの確認を行うルールを行わ 看護ケアの中で、行為ごとにラインの確認を行う必要があることをよく認識する。
接続部分が外れ逆血していた。
なかった。
ナースコールで訪室するとベットの柵をおろし座り込んでいた。原因分からず。
患者、家族とのコミュニケーション
頻回な訪室。説明を何回もし理解を得られるようにする。
ナースコールで訪室すると床に座り込んでいた。床頭台の缶コーヒーをとろうとしてベッドから降り 患者の現状理解能力不足。巡視体制の不備。
患者説明。巡視体制の強化。
たが立ち上がれなくなってしまったところを発見。
ナースコールで訪室すると転倒していた。てんかんの既往あり。
情報の伝達の問題点。
予測を立ててケアをする。
ナースコールで浴室に行くと、浴室でシャワー後脱衣所に移動する際、入り口で転倒。異常なし。 患者状態把握。
松葉杖歩行状態であったので不安なときはナースコールするよう指導する。
ナースコールにて「へたり込んだから起こして」と依頼あり、訪室するとベットサイドの床に座られて 下肢筋力低下。患者自身の認識不足。看護師の具体的な指導不足。
患者本人すでに何度もへたりこまれておりその都度指導しているが、生活動作の具体的な指導が
いたところ発見する。靴を履こうと腰おろしたら力が抜けそのまま床に座られたとの事。看護師3人
抜けていたのではないか。また、患者自身にも下肢筋力低下の認識をもって頂くよう指導してい
にて立位しベットに帰る。打ち身擦過傷なし。主治医報告経過観察指示。
く。
ナースコールにて訪室。転倒を患者から聞く。ベッドサイド端座位から床へ臀部より着地。自己で 夜間の照明が暗い。日中トイレ歩行できていたため、夜間のポータブルトイレ移動を患者にまか ポータブル移動時はナースコールしていただくように説明。頻回訪室。
ベッドに戻りナースに知らせていただいた。
せていた。
ナースコールにて訪室するが、誰かわからないので、小声でどなたですか問いかけるも返事がな ナースセンターでナースコールを切ったのではなく部屋のブザーで切ったので患者を把握できてい できるだけナースセンターでナースコールを取り患者確認を行う。無理な時は他の患者に配慮しな
く、カーテンを覗く反応がないため誤報と思い立ち去る。再び同じ部屋より、ナースコールあり訪室 なかった。声かけをしたが、反応がなく間違いだと思い込んだ。
がら1人１人確認をする。
すると、片手で柵をつかみ尻餅をついた格好でいるのを発見した。
ナースコールにて訪室すると、末梢ルートを自己抜去して手に持ちベッドサイドに座っていた。
観察不足
点滴の必要性を説明する。 必要時抑制させていただく。
ナースコールにて訪室するとベット柵にしがみつきズボンを半分降ろし尿、便が床に落ち体が倒れ 患者状態把握
家人にセンサーマットの許可を確認し設置する。
かけていた。
ナースコールにて訪室すると床に患者が仰向けになっている。ポータブルトイレへの移動時には 少し外を見ようとして一人で動いたところ転んだとのことだが一人で移動するのは筋力低下があり 移動時にはナースコールをするようにしっかり声かけをする必要がある。1日中床上である本人の
いつも患者からナースコールがあり介助をしていた。少し外を見ようとして一人で動いたところ転ん 危険であった。平日リハビリを行っているが本人は下肢筋力の低下において自覚が乏しかったと ストレスを考慮して本人の希望を聞き車椅子の散歩等行う必要がある。
だとのこと。
思われる。また、平日には検査等、車椅子で部屋から出る機会もあるが、休日でずっと床上で過
ごしておりストレスがあり、動こうとした可能性もある。
ナースコールにて訪室時、家人がうずくまっていた。患者をトイレへ誘導したところ一緒に転倒し、 不隠の患者であり、必要時にナースコールでスタッフを呼ぶように説明していたが、もっと強化す 患者・家人への再度の説明と、スタッフによる頻回な訪床の必要性をカンファレンスで指導した。
便器の縁で家人が右脇腹を強打したとのこと。患者をかばうように倒れた為、患者の下になった べきであった。
と。患者の確認をすると、点滴が抜けていた。上司に報告後、救急外来にて診察。患者の処置を
し、説明と訪室回数を増やした。
ナースコールにより訪室すると、ベッドサイドに横たわっており、「トイレへ行こうとして転んでしまっ 患者は既往にＣＶＤを持っており、記憶することが困難な状態。夜間のベッド柵を３本使用。夜間２ 転倒リスクがある場合、必ずベッド柵を４本にする。頻回に訪室する。
た」と発言。左大腿部痛の訴えがある。
３時頃、３時頃排尿を行っていた。３時巡視時排尿誘導したので、朝まで排尿はないと思った。
ナースコールの呼び出しで病室へ向かうとベット際に患者が倒れていた。外傷、疼痛はなく、意識 ナースコールが手の届く範囲にあったので早い対応ができた。
ナースコールの配置に気をつける。このところ、車椅子移乗時の失敗が何度か起きている。ＡＤＬ
も明瞭。ＮＳに報告し、様子観察する。
低下のため観察を行い、患者への指導を継続する。
ナースコールの接続が外れて看護師を呼ぶことができなかった
ナースコールのコードが外れるような構造になっている
ビニールテープで固定する
ナースコールを探していたと経管栄養中に胃管抜去。ナースコールは左の胸ポケットにいれ、経 観察不足 ルートを胸元に集めていた
ナースコールと経管栄養は混同しないような場所に固定する 自己抜針を繰り返している患者は
管チューブは肩にループをつくり固定していた
カンファレンス等で情報を共有し対策を実施する
ナースコール有り訪室すると部屋のベッドの前に尻餅をついた状態でいるところを発見。ベッド柵 うーごくんのスイッチを目の届くところに設置していた。
時間的にトイレ誘導していく。 頻回に訪室する。
は自分ではずし、うーごくんのスイッチを切っていた。他患者からのナースコールであった。 臀
部、下肢の発赤・腫脹はなし
ナースステーションでアイスマッサージを施行しようとしていた患者が、看護師が物品の忘れ物を 患者を一人にした。患者は初めての車椅子（全介助）
患者を一人にしない。患者から離れるときは他の看護師に依頼。看護師がいない場合は一旦病
取りに行っている間に（この間患者は車椅子で一人だった）車椅子より転落。意識状態の観察、バ
室へ戻る。車椅子のシートベルトも考慮。
イタルサイン測定。顔面の打撲あり。主治医に報告。経過観察の指示あり。本日初めて車椅子の
患者。
ナースステーションで観察中であった患者が、病室に訪室中に離床しベッドの横にはいつくばって 体動があり手足を出していたので転落する恐れは高かった。 何かしてほしい合図であったのだろ 体動著明時、発声にて訴えている時は直ぐに伺う 患者を1人にしない
いた所を発見する 車椅子に乗りたかったとのことであった。 また、「自分のしたいこと少しやる」 うと思うが、それに気付かなかった 観察不足であった
と近くボードを指差す
ナースステーションにいた所”ドカン”と音がしたので訪室すると転倒している患者を発見する
以前より１人でポータブルトイレにおりていたので本人もスタッフも大丈夫だと思い込みがあった 排泄時は、必ずナースコールを押すように説明する ポータブルトイレをベッドの近くに設置する
ポータブルトイレで排尿を済ませ蓋をしようとしたとき転倒したとのことである 靴を履いていなかっ ポータブルトイレがの設置場所が少し遠いと訴えがあったが、近くに設置しなかったこと
たため、靴下ですべったことも考えられる
ナースステーションに居たところ同室の患者の家族より呼ばれ訪室すると患者がベッドサイドに転 患者が1人で排泄しようとしていた 近距離なので、1人でできるだろうとの思い込みのため
移動する際は、ナースコールする様本人に説明した
倒していた。 ポータブルトイレに1人で移ろうとした時にスリッパがすべって転倒したとのことで
あった。 ベッド柵をつかんでいたのでそれほど痛みなはいと言う
ナースステーションに母が来て、トイレ歩行時輸液ポンプが下にずり落ち支柱台のグリップ部との 機器欠陥不備。点検不足。
ポンプの使用時はネジのゆるみがないか確認し、グリップ部とポンプ装置場所をずらしてつける等
間に右第５指がはまり、指が曲がらないとのこと。腫脹、発赤認められX-P撮影、シップ施行した。
の対策を検討する。
撮影では異常認められず。主治医の指示でポンプを外し、支柱台を交換する。
ナースステーションのワゴンの上に置いてあったインシュリンを患者が一人で注射してしまった（見 説明不足（説明の後の確認）
・説明の後確実に理解しているかどうかを確認する
守りをして注射をする患者）
ナースステーションの画面が途切れたため訪床 黒い煙が上がっているモニターを発見焼けた臭 日本光電ベッドサイドモニター定期点検強化
報告を速やかにする
いが部屋中充満している
ナースステーションの患者の薬袋を保管する箱に二人の患者分が一緒の枠に入っていたのに気 薬袋管理方法
用法、薬剤だけでなく、氏名もきちんと確認する。患者名が分かるよう区別する。
付かず、二人分を混ぜて溶解してしまった。他看護師が一人の患者の薬を尋ねられ気がつく。
ナースステーションの前で意識がぼんやりし額に傷を作っている患者様を発見。本人より病棟を間 脳出血がありエクセグランなどを内服しており、患者様への痙攣などの説明をしていたが、受け入 患者に理解が得られるまで説明を行う。
違え上の階まで行きそこで痙攣を起こし額を柱か床にぶつけてしまい、気づいて病棟に戻ってき れられず自分で好き勝手に生活している人だった。 安静を守れず生活しているという認識があっ
たとのこと。本人は推測で話される。
たが、十分に観察することができていなかった。
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具体的内容
ナースステーションの中でテーブルセッティングし食事をとっていた。ナースコールがあり他患者の
ケアをしている時にバタンと音がしたためナースステーションに戻ると転倒していた。 特に打撲な
どなく変わりなし。
ナースステーションの預かり薬の引き出しに保管してあり、朝昼夕と日毎に分けてあった。本日の
朝内服薬の所から、薬を持っていき患者に渡した。しかし、患者から薬が多い気がすると言ってき
て、同じ薬が２個入っていたことを確認した看護師に指摘された。
ナースステーション前の公衆電話で椅子に座ろうとして椅子が傾きバランスを崩し転倒される。
ナースステーション前の廊下にて、入眠困難にて追加薬をもらいに来た時に滑って転倒。臀部を
打ち、左足首をひねる。外傷見られないが左足首痛みあり。
ナースステーション前廊下で一人で歩行時、床に躓き転倒。壁に頭をぶつけ右前側頭部3cm裂
傷、出血見られる。意識明瞭、問いかけに気分不快ないとのこと。BP188/110mmHg、イソジン消
毒、ゲンタシン軟膏塗布、ガーゼ保護とする。主治医、夜勤責任課長に報告。診察あり、処置その
ままにして本人歩行時用観察との指示あり。後、移動時観察、歩行小刻み、看護者付き添い行な
う。頭痛訴えなし。出血止まっている。
ナースステーション内で抑制帯を使用し車椅子に座ってもらっていたが、他の看護師がトイレにお
連れしたとの事であった。様子を見にトイレに行くと車椅子を押し車のようにし、床に座り込み立て
なくなっているところを発見する。本人に状況を問うと「１人で立とうとしてすべり落ちた」と言う。
ナースステーション冷蔵庫に保管されていた点滴薬の期限が切れていた。
ナースセンターに戻ると、左手にミトンを付けたまま、首の所へ持っていき、声を発している。気管
カニューレが抜去されているのを発見する。速やかにカニューレ再挿入を行う。
ナースセンター内で食事中にガタンと大きい音があり、デイルームの喫煙室に行くと、患者様が車
椅子の安全ベルトを外して転倒していた。すぐに起き上がり、意識もしっかりとある。左前側頭部
5cm×2cmの腫脹あり。出血(ー)。吐気(ー)。嘔吐（ー）。直後に自室に誘導し、医師指示中の身体
拘束開始する。責任課長と当直医に報告。診察あり。様子観察の指示あり。頭部アイスノン貼布。
ナース管理の内服の与薬を頼まれていたが、忘れてしまった。準夜勤務者が内服チェックするま
で誰も気がつかなかった。全て他人任せとなってしまった。
ナウゼリン座薬のところ錠剤で処方
ニコチネルパッチを毎日張り替えていたが、１２時に張り替えを予定していたが、１６：００に他の看
護師から指摘されはり忘れている事に気づいた
ニコチン酸アミド散 １０００ｍｇを１０００ｇとオーダーした。
ニトレナール（５）をニトレナール（10）で入力した。 ○月14日と翌月△月12日の処方で間違い入
力を翌々月11日入力時に気付く
ニトロールRcapのケースにタケプロン15が1cap混入もそのまま調剤終了して監査に回した。
ニトロール注100mg/100mLをフルコナール注100mg/50mLで調剤
ニトロダーム10時貼布を20時と思い込んでいたので貼布せず。

朝の忙しい時間帯であり人員不足の問題

背景・要因

改善策
朝のナースコール対応で監視も難しい面もあるが、車椅子ズリ落ち防止ベルトを着用し観察する
こととする。

分けてある薬が合っていると思いこみながらの確認だったため、確認が不十分だった。

分けてある薬が合っていると思いこまず、処方箋を見て指さし声出し確認するべきだった。

不安定な軽量の椅子がおいてあった。
廊下は特に濡れているということはなく、本人が履いていた履き物に原因があると考えられる。草
履様の履き物に靴下を履いており草履には少し高さがあったのと靴下が足袋の様に指と指の間
が無かったためちゃんと履けておらずバランス崩して転倒したと考えられる。
前傾姿勢で歩行しているため、転倒のリスクが大きかった。観察不足。歩行時、声かけをして貰い
付き添いを行なう必要があった。

肘置きの付いたある程度の重量のある安定性の高い椅子に変えた。
履き物をスリッパ、もしくは靴の様なタイプにしてもらい、本人にも年齢や薬物使用による転倒のリ
スクを再認識してもらう必要がある。

観察不足 転倒転落のリスクの高い患者であったが傍に付いていなかった。

トイレ介助時は傍を離れず付き添うようにする。

チェックの仕組みの問題点
ミトンが装着していると過信していた。患者観察不足。以前にも抜去をしている患者であった。
食事中であり、患者の観察不足だった。

ナース、薬剤科と協議し、お互いにチェックすることとした
ミトンをしているからと過信せず、患者を１人にしない。患者情報を周知徹底し看護職員は同じよう
な行動をとる。
常に患者の観察を怠らない。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

忘れることがないよう業務表などに記載する。

歩行の練習をしながら観察の強化、又必要に応じて歩行器の使用などを含めケースカンファレン
スの中で協議する。

丸坐と言う字を見落と 処方箋の確認を怠った
処方オーダリング
配薬車から薬を出し忘れた 遅休憩の人が配薬車を点検する手順になっていたが出来ていな
手順の徹底
かった
オーダリングシステムの問題
通常あり得ない用量が入力された場合はワーニングを出す。
今年度コンピューターが変わった為２重チェックを止めていた
（システムの問題）と一つ一つ ２重チェックの方法の見直し
の業務を正確に行なう。
全自動錠剤分包機のタブレットケースに薬剤を戻す際よく確認しないでもどした可能性あり。
以前から決められていた2名でタブレットケースに薬剤を戻すことを徹底する。
オレンジ色のキャップで判断
薬品名確認して調剤
朝から排便のためトイレ頻回の介助を行なっていた、思い込みと忙しいため確認せずそのままに 確認すべきであった。
して休憩に行った。
ニトロダーム2枚貼りの指示があり2枚貼っていた、1枚貼りの指示に変更になっていたがそのまま 2枚貼りと思い込んでしまい指示簿をよく確認せず袋に2枚と書いてしまい2枚貼る事になってし
薬剤の使用用途もよく考えきちんと確認すべきだった。
2枚貼りの指示を続行と思い袋に2枚と書き15日も2枚貼りになっていた。ホクナリンテープの袋に まった。
も2枚と書いてしまい15日ホクナリンテープも2枚使用してしまい準夜が気がついた。
ニトロダームTTS14枚を13枚で調剤
当直時の調剤
7枚束がかならずしも7枚ではないので束でも枚数確認する
ニフラン、タリビットを各１滴夕方に点眼与薬する予定が、ニフランは残がなくその袋に入っていた 患者の同室者の点眼薬を受け取り、冷所保存の為冷蔵庫に入れておこうと思い、冷蔵庫のストッ 多忙にてストックしてあった箱に点眼袋が同室者のしかなく、その袋に名前も確認しないで入れて
ヒアレンを家族が患者様に点眼してしまった。
クの箱に同室者の点眼袋しかなく、それだと思い込みニフラン点眼の入っている袋にヒアレンを入 しまい、誤薬してしまった。落ち着いた行動で仕事をすればおこらなかったと思われます。注意散
れてしまい、タリビットの袋にはタリビットを入れてしまった。夕方与薬車の看護師は記載のされて 漫にならないよう気をつける。
いる内容の袋を家族に依頼し家族はニフラン点眼はあまり入っていなかったためヒアレン点眼をし
てしまった。誤薬した後、与薬係が気づき、状態観察、誤薬してしまったことを説明する。
ニューポートHT-50の低圧アラーム発生。１回換気量が表示ならず、接続部・回路を点検し、「呼 呼気弁が劣化していた。
回路点検と同時に呼気弁の点検も実施する。
気弁のフィット感が違う」と感じ、当直医師へ報告し回路交換施行。その後低圧アラームは消失し
た。
ニューモバックス予防注射を、昨年実施したことに気づかず今年も再度実施した。 カルテにシー カルテの中の、ニューモバックス予防注射を実施する旨のメモ書きを見たが、カルテに添付してあ ニューモバックス予防注射を実施した時、カルテの表紙に添付することを決めており、実施時に
ルを添付するとき昨年実施に気づいた。
るシールまで確認しなかった。
は、必ず、医師及び看護師が再確認することを徹底した。
ニューロタン（２５）１錠の処方をニューロタン（５０）１錠で調剤した。ニューロタン（５０）を採用して オーダリングが完全に稼動していないので、手書き処方では採用薬品でなくとも処方箋を発行で 近日中に電子カルテの完全導入、および調剤支援システムが稼動する。システムが稼動すれば
いるが、ニューロタン（２５）は採用していない。採用薬でない薬品が処方されたが、気付かずに採 きる。
採用品以外の薬品が処方されればエラーとなる。
用品で調剤した。
ネオパレン1号1000ml/24時間の指示があった。ネオパレン2号を準備し、滴下させてしまった。勤 ダブルチェックができていなかった。
作成後のダブルチェック
務交替で深夜勤務の看護師が間違いに気づいた。医師へ連絡し、そのままの指示であった。
ネオパレン１号のところに２号をセット、病棟に送ってしまった
複数規格の問題
処方箋の表示の工夫
ネオパレン１号を使用するところをピーエヌツイン１号を使って混注してしまった。
薬剤名類似の問題
採用薬品の整理
ネオパレン2号1000ｍｌ/12時間であったが、2時間30分速く終了してしまった。患者に変化無かっ 観察不足
滴下変動しやすいときは、輸液ポンプ使用する
た。患者はＩＶＨのポートから点滴を行っており、行動は制限されていなかった。
ネオフィリン１２５ｍｇの指示を２５０ｍｇで施行してしまい、途中でDrの指示にて中止
確認不足。救急外来という環境もあり、間違いが起こりやすいので注意が必要。
ダブルチェックの確実な実施
ネオフィリンとビソルボンを点滴内に混注する指示を得た１本の注射器でこれら２種類の薬剤を
２種類の薬剤のｐｈに大きな差があったため白濁変化した
ｐｈの差が大きい薬剤を使用する場合は混注しない
すったところ白濁した 薬剤科に問い合わせたところ使用を中止するようにとの指示を得て破棄し
た
ネオフィリンの点滴速度違い。50/Ｈで点滴更新をした、深夜ラウンド時に発見、30/Ｈであった。
確認不足、患者自身が操作した可能性もある。
ラウンド時のダブルチェック、検温時のチェックを確実にすること徹底。
ネオフィリン入りの点滴が３５ml/ｈから３０ml/hへ変更の指示があったが設定を変更をするのを忘 医師に設定変更の確認を再度行ったにもかかわらず、設定を変更するのを忘れてしまった。 訪 訪室のたびに輸液ポンプの設定量の確認を行うことを怠らない。
れてしまった。次の勤務者も気づかず、翌日の勤務者が設定が違うことに気がついた。
室の際にポンプの設定量の確認を行う習慣がなかった。 確認作業を適切に行っていない。
ネオラミンマルチ・メディジェクトK入りの50％TZ500mlを24時間(ポンプ)で施行するところを、20時 ○/14の24時に点滴更新時、準夜勤の処置係が計算した流量でポンプのダブルチェックをして、ス ダブルチェックをする時に自ら流量を計算し、確認する必要があった。
間で輸液完了した。
タッフセンターに戻ってから計算しようとして忘れてしまった。
ネグミンによるかぶれ。
もともと皮膚が弱い人だったと思われる。はじめからかぶれも見られた。
足の下に防水シーツが敷かれてあり､足に触れた状態だった。一方向のシーツにする。
ネグミン焼けがオペ後、右左の側腹部、右側の臀部にみられた。
サンプルのテープのイソジン除けと布のイソジン除けを併用して使用したが、テープの隙間からネ イソジン除けをしっかりしき、シーツに染み込まないように気をつける
グミンが下のシーツに染込んでしまっていた。オペ時間は１時間であった。心電図、対極版のとこ
ろもテープによる発赤があったため、もともと皮膚が弱い人と考えられた。
ネフローゼ症候群で入院中の児であり毎日蓄尿をしており22時に採尿があったが、検査ノートの 尿を捨てる前に、検査ノートの確認・スピッツの確認を怠った為。
きちんと検査ノートと確認する。
確認を忘れ、また採尿スピッツにきづかなかったため尿を捨ててしまった。
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具体的内容
ネフローゼ症候群で本日より２クール目のパルス療法予定だった患者。主治医、看護師からも本
人への説明が行われていた。８時３０分過ぎにプレドニン内服していないことを確認すると、内服し
てしまったと言われる。主治医に連絡し、本日のパルスをどうするのか確認する。予定通りに実施
される。
ノイアートが届いたが冷所保管すべき物を常温保管していた。約5時間そのままであった。保管方
法を確認せずに収納した。 リーダー看護師が収納棚を通りかかったときに偶然発見した。
ノイアップ１００マイクロｇ／２日分の指示が出たので薬品管理室へ受取りに行き５０マイクロｇ２ア
ンプルを受け取った。病棟へ戻り５０マイクロを施行した。翌日、管理室から「５０マイクロｇ４アンプ
ル」のところ２アンプルしか出庫されていないとの連絡を受けオーダーを確認したところ１回１００マ
イクロのところ５０マイクロしか施行していないことが判明した。患者さんには特に影響は出ていな
い。
ノイエルのところをウルグートを調剤した。患者本人より電話あり発覚す患者は服用していなかっ
た。
ノイトロジン250ｍｇ皮下注射の指示を間違え100ｍｇ注射。

背景・要因
プレドニンは本人管理であったため、声をかけ伝えたのみで、中止も本人任せにしていた。

確認不足

改善策
プレドニン中止は薬袋を預かるかもしくははっきり分かるように薬袋に注意書きをするなど、理解
度に係らず統一した対応をする。薬袋の裏にに自分でチェックをする？薬をオーバーテーブルに
置く。カーデックス、フローシートに内服確認することを記載する。立て札に「○／２１～○／２３プ
レドニン内服中止」などわかるように記入する。
保管方法を確認してから収納する。

薬品管理室から受取ったものに間違いは無いと独自に判断した。病棟での施行前確認ルールを 薬剤投与時の５つの確認ルール（患者名、薬品名、投与量、投与方法、投与時間）の遵守。 ルー
実施せずに違反した。
ル違反が全ての原因。

思い込み調剤をした。

注射予約に来院された時予約一覧に名前がなく、予約漏れと思い、あわててカルテ準備した。そ
の際、カルテの指示をみたが250ｍｇの指示を100ｍｇと思い込み、保管薬から使用した。医師の
注射オーダーは入っており注射薬は事前にきていたが、確認が不十分で気付かなかった。
ノイロトロピンの処方が出ていたが、間違えて硫酸アトロピンを薬袋に入れ、病棟に払い出ししてし 朝の混雑時で、調剤者および検品者とも確認不足。
まった。病棟にて、看護師が気がつく。検品者も気がつかなかった。
ノイロトロピン錠を６０日分処方するはずが、６日分しか処方しなかった
オーダリングの問題
ノボラピッド３０ミックスフレックスペンを処方するところをノボリン２０Ｒフレックスペンをオーダーし 薬剤名の類似
てしまった
ノボラピット３０ミックスへ変更の指示を受けたが、食事直前皮下注の患者への指導はなかったた インスリン変更時に学習会をしなかった。伝票の確認不足。
め、超即効性のインスリンにもかかわらず食前３０分前に皮下注していた。毎回注射のたびに看
護師は確認していたがミスに気づかなかった。退院時にミスが発覚したが低血糖はなかった。注
射伝票には食直前皮下注と指示はあった。
ノボラピット３０ミックス製剤は初回使用時まわすように攪拌しないといけないが知識不足で患者に 手技や取扱い方法を熟知する様自己学習不足
説明せず施行した。
ノボラビッド４単位の指示があり、インシュリン準備しオーバーテーブルに置いていたが配膳時に 前もって注射などを病室に置いておくシステムに問題がある
他職員が危険と判断し床頭台に移動していた。インスリン施注に訪室するも見当たらず他職員が
施注したものと思い込んで確認せずに退室。下膳時に他職員が気づき食後に施注
ノボリンＲ本日３２単位点滴内加注のところ３３単位加注してしまった
バイアルに９単位分しか入ってなくて新しい分を加注する時２４単位加注し足算を誤った
ノルバスク１錠１４日分の処方を１４錠１４日分とオーダーした
処方医の勘違い
ノルバスク錠(5mg)を他院より処方されていた。院内同薬品がなくアムロジン(5mg)１錠処方すると 確認不足
ころを以前の投薬履歴より複写してコンピューターオーダーし、0.5錠で処方した。 患者に渡す前
に、看護師が処方の間違いに気付き、当事者に報告した。処方し直し、正しい投与量を患者に渡
した。
パーキンソンオンオフ現象。オン状態にてベッド柵をはずし床へ降りた。
発生が予想される危険因子排除
パーキンソンでメネシットコントロール中の患者、１日４回の時間指定で投薬しているが、１８時の ・時間薬の保管が確立していない ・受け持ち看護師の自覚不足
分の与薬が抜けてしまった。
パーキンソンで呼吸状態管理の為挿管中。自己抜去の恐れ有り両上肢固定していた。午後の検 １ 両上肢は固定を十分にしていたが、患者自身の体動により安全ベルトに緩みが出たと考えら
温時間には、異常なかったが１５時に訪室すると、挿管チューブを自己抜去していた。
れる。
パーキンソン氏病既往あり嚥下困難のため、PEG目的で入院中自力で座位となり保持も可能立位 トイレコール頻回な患者であり注入後もトイレ介助はしていた。柵が外れていたことで排泄時自ら
もとれるが不安定小刻みに下肢は動く程度である。ポータブルトイレは介助で行なえていた。本日 起き上がって排泄しようとしたと考える。家族にベッド柵の使用方法必要性を伝えておらず又、面
同室者よりコールあり、訪室するとすでにベッドとポータブルトイレの間にやや仰臥位で転倒してい 会終了後に確認に行くことを怠った。
る。右側足元の柵は家族の面会ありベッドに座って話していたため外したままとなっていた。右側
頭元の柵は常についてあるが発見時外れていた床に落ちていた。
パーキンソン病、痴呆、せん妄がある患者である。臥床生活で、四肢は動かせたが、自力での体 痴呆があり、簡単な会話はできるが、十分説明しても、理解を得られる状況ではなかった。以前か
位変換は不可能で、枕や身の回りのものを、持ったり引っ張っる動作はできていた。嚥下障害が ら、フォーリカテーテルを引っ張ったり、中心静脈チューブも引っ張る行為が見られていたため、気
あり、食事摂取量も少ないため、中心静脈チューブ挿入し、高カロリー輸液を施行中であった。８： がけて様子を観察していた。しかし、当日は明け方死亡退院があり、他にも不穏の患者があって
４５日勤の看護師が訪室したところ、点滴チューブが途中の接続部からはずれ、中心静脈チュー 多忙であり、また、食事介助や内服介助が必要な患者が多かったため、その時間帯に、当患者へ
ブと点滴チューブの一部が丸められて床に落ちていた。挿入部はテガダーム貼用されたままで、 の訪室の回数が減っていた。さらに、その時刻は、深夜から日勤への申し送り直後でもあり、日勤
出血はなかった。
看護師も、情報収集や朝の処置に多忙になる頃である。 中心静脈チューブの固定も、刺入部は
テガダームが貼られていたが、チューブ自体の固定のテープは特に大きく頑丈という訳ではなく、
危険行為のある患者の場合、もっと剥がれにい工夫が必要であった。 当患者のベッドの位置
は、ナースステーション前の観察しやすい部屋ではあったが、窓側で、間にカーテンもあったた
め、患者の動きを廊下から容易には確認できなかった。 抜去から発見まで長時間になっていた
ら、出血が多くなったり、持続点滴が中断することでの身体への影響が考えられる。
パーキンソン病あり、入院時より杖を使用しトイレに移動などをされている患者さま。23時半に物 受け持ちした際に、自力端坐位になれている状態を知っていた為下肢のベット柵がされていない
音がしたため、訪室するとベット際に転倒している状態であった。本人に、状況問うと「足元からず 状態でも大丈夫だろうとの思い込みがあった。
り落ちた」と話され、頭部・下肢は打っていないと話される。転倒時、バイタル著変なし。状態主治
医に報告。頭部打ってないなら、経過観察するようにとの指示あり。そのまま様子見る。足元の
ベット柵はされていない状態であった。
パーキンソン病で転倒して大腿骨頚部を骨折した患者様。 術後、外転枕で固定していた。５時４ 良肢位の理解が困難であったため、脱臼肢位をとった。 外転枕の固定だけでは、良肢位の保持
５分に左股関節部の疼痛訴える。肢位不良で主治医に連絡する。レントゲンの結果、脱臼してい が困難だった。
た。透視下で脱臼を整復する。
パーキンソン病で転落のエピソードのある患者。モニターの電極アラームが鳴り訪室すると、ベッド 転落防止のため、ベッドの片側を壁に付け、反対側にソフトコンフォートマットを置いていたが防げ
サイドに置いていたソフトコンフォートマットの上に四つんばいになり、頭（おでこ）だけ床につけて なかった。 小児用ベッドを使用していたため、却って高く危険であった。 腕の力が強く柵をつか
いた。柵は上がったままで、妻はその横で寝ていた。外傷なく、本人は筆談で「何かあればお願い んで下に降りた。
します」と書く。
パーキンソン病にて入院中の患者に同室の別患者に貼布予定のフランドルテープが貼られている フランドルテープに患者氏名を記載していたが、貼布する際の思い込みが強く、他患者へ施行し
ことに気づく。 当該患者両名の身体状態に変化はなし
てしまった。
パーキンソン病の進行した状態で硬膜下血腫の既往あり寝たきりで経管栄養中の患者の経鼻胃 原因は調剤時のミスと思われるが、投薬準備の際などにも薬が足りないことが見過ごされてい
管より薬剤を注入中、見舞い中の家人より「色がピンクでない」との指摘あり、薬を確認すると処方 た。調剤から投薬にいたる過程に関与した各職種が、それぞれマニュアルに定められたチェック
薬のうちイーシー・ドパールが入っていないことが判明。薬剤師に報告し当該薬を出してもらい即 が十分にできていなかった。
時、注入した。
バーコードリーダーでＩＤカードを読み込ませる前に患者のＥＣＧ（心電図）をとったため、患者情報 照合ミス、確認不足
が前の人のままになっていた。泌尿器外来で看護師が気付き連絡がきた。
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思い込み調剤を無くし、処方箋をよく確認し調剤する。間違いやすい処方にはあらかじめパソコン
画面に注意書きをしておき処方箋に赤丸をつけて注意を促す。
カルテ、指示表を確認後行なう。事前予約の場合前日に予約が入っていることを確認する。
確認をあわてず、相手を信用するのではなく、きちんとする。 帳票で薬品総数を集めた後に出庫
する。
オーダー端末の性能を上げる
薬品の表示の工夫
学習会の設定。インスリン単位説明用紙の修正。

自己学習と人に聞く姿勢を持つ
与薬時の取り決めの再確認
新しい物を使用 古い物はショット用にするなど１日で入れるようにする
ありえない処方量にはワーニングをかける
現在の服薬内容を確認し、処方すべきであった。

ベッドよりキャスターをはずしジョイントマット（クッション性のあるマット）を敷いた。
・受け持ち看護師が責任もって与薬する ・時間与薬の定位置を決め、スタッフ全員に周知徹底さ
せる
１ 訪室を頻回にする。 ２ 安全ベルトの固定状態の観察を、訪室時には必ず行う。 ３ 挿管
チューブの固定テープの観察を、訪室時に行う。 ４ 意識レベルの状態観察に注意する。
家族への転倒防止のベッド柵使用に理解と協力を得る。本人への説明と注意、訪室時のベッド柵
使用の確認。

・夜勤の他の看護師（フリー業務）と、密に連携をして、特に申し送りなどで、訪室がおろそかにな
る時間帯は、直接、注意してもらうように口頭で依頼する。 ・点滴の固定について、テープの幅を
大きくしたり、固定の場所を考慮するなどの工夫を強化する。固定部位の観察も密に行う。 ・ベッ
ドの位置を、部屋の廊下側にして、観察がしやすい状況下にしておく。 ・危険行為が続く場合は、
家人へ説明し、必要時は付き添いを依頼する。

夜間は本人に了承を得て、ベット柵を必ずする。移動の際には、必ずNsコールをしてもらうように
説明する。

スピードトラック牽引を開始した。
成人用ベッドに替えて、２方向を壁につけ、壁に付いていない２方向をの床にソフトコンフォート
マットを置いた。更に柵側の下に離床アラームを設置した。
ベッドネームプレートと薬袋の確認作業の徹底 貼布後に正確に施行されていることの確認
調剤に関するマニュアル、投薬準備から投薬に関するマニュアルに定められた手順の再確認を十
分に行うこととしたが、今後人的充実や業務が一度に集中することを避けるための見直しなどを検
討中である。
心電図をとる前とった後で名前、年齢があっているかどうかダブルチェックする。
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具体的内容
ハーセプチンの点滴を２週間に１回の割合で実施しており、前回実施後に主治医以外の医師が、
今回分を前回と同量でオーダリングに予約入力してあった。当日、主治医が今回分の減量指示を
オーダー入力した。看護師は薬剤の変更は薬局のオーダー画面でわかるので調剤開始の電話を
したときに、減量の件は連絡しなかった。薬局は前日のオーダー内容で準備し調剤した。調剤終
了後外来より注射箋を持って薬局に点滴を取りにいったとき内容を照合し減量になっていることに
気づいた。主治医に報告し前回と同量でも患者への影響はほとんどないため今回まで減量されず
に実施された。
ハーバード浴後寝巻きを着せるときに左肘を傷つけた。（表皮びらん）
バイアスピリン1Ｔ・タガメット1Ｔ/1×7日分の前回のｄｏ処方で、日数を21日に変更したつもりが、タ
ガメット21Ｔ/1×/1日分と誤記入された。
バイアスピリン42日分処方されていたが、思い込みで28日分で投薬してしまった。後日患者が薬
局に来られ発覚する。
バイアスピリンを手術前に休薬していなかったため予定の手術ができなかった
バイアスピリン錠9Tを11Tで調剤
バイアスピリン錠を２１日分処方するところを２日分しかオーダーしなかった
バイオプシー１箇所してＣＦ終了 主治医に確認せずに昼食を摂取させてしまう 本来は水分のみ
可 夕食より食事可
ハイカリック2号700ml、アミノレバン液500mlと処方されていたが、ハイカリック2号を2本を病棟に搬
送したが看護師に違うことを試適された。
ハイカリックＲＦ ５００ｍｌが処方されていたが２５０ｍｌで調剤。監査で発見されず病棟看護師に発
見され発覚。
ハイカリックで持続点滴を輸液ポンプ使用で実施していた。一時間３０ｍｌのダイヤルと送られて観
察していたが、２０時に訪室すると残量が多くあり、２４時めでに終了しないと考え、ダイヤルを４０
に上げた。２１時３０分には残量が１００ｍｌあり更にダイヤルを５０にアップした。２３時もダイヤル
を６０にアップし、０時ごろに追加となりダイヤルを２０に戻した。血糖測定が組まれていたので実
施したところＨｉであり、リーダー看護師に相談し事故が発覚した。患者には医師からの指示のイン
スリンを実施し症状の変化はなかった。
ハイカリック点滴の速度異常があり、ルートを確認していたところ、側管から接続し点滴を行ってい
たドルミカムの接続部に結晶が形成されていた。ルートごと交換し、医師へ報告をし薬局へ問い合
わせをした。
ハイカリック内に生食300ｍL注入しないといけないのに500ｍL注入してしまった。注入した後再確
認した後間違っていることに気づき作り直した。
バイカロン3T/3×1 7Tの処方 バイカロンは、利尿剤であり、用量オーバー 用法は一日3回と
なっており、問い合わせをするべきであった。そのまま調剤し、はらいだされた。 実際は、バイロ
テンシンの間違いであった。 医師の処方ミス
バイクで転倒し腹部痛を訴え受診した患者。 腹部撮影ＣＴを実施するため造影剤を投与したとこ
ろ、造影剤が漏れたため、処置をして状態が軽快したため本人の希望により帰宅させたところ、帰
宅後、腕が腫れたもの。 血流の逆流を確認したが、本人から痛みの訴えがなかったため多量の
漏出につながった。患者は痛いものだろうと我慢していたとのこと。 安静、加温を指示した。１９時
に再来院したため整形外科医にも診察してもらったが、特別に治療は不要であった。
ハイシー顆粒90包を75包で調剤
バイブラ入浴後、ストレッチャーに移乗し帰ろうとした際、左下肢に皮膚剥離あることに気づく。
ハイペン錠を1日2回 朝・夕食後 14日分が処方されたが、半錠２８で調剤せず、1錠のまま14錠
で処方してしまった。病棟看護師が気がつき連絡受け再調剤した。
パウダー処方されている眠剤が２Ｐ、ケースにセットされている。本日分の日付が記入されていて
見た目では、同量のものだった。申し送りで本日から薬の増量は伝えられていたが、疑問に思い
薬局に問い合わせる。グラムを測定した結果、１２／１０ ７ＴＤ処方分の病棟での日付記入ミスで
あることがわかる。（臨時処方せん添付）

背景・要因
改善策
予約入力のオーダーをした代理の医師がこの治療法は一回ずつ薬剤の量を減量することを知ら 注射オーダリング開始に伴うマニュアルの再確認。（上記内容の再周知）
なかった。 看護師も薬局が前日のオーダー締め切り時間の内容で調剤を行うので当日変更が
あった場合は連絡することを知らなかった。 注射オーダリングが導入されあまり日がたっておら
ず、件数も少なかった。

皮膚が乾ききっていないので滑りが悪い。
・かなりたくさんの新患が待っていたこと ・病状説明をし時間がかかったことで焦っていた

皮膚が弱いので気を付けてゆっくりする。
処方後出てくるコピーを確認する

思い込みと確認不足であった。

投薬するときは薬を見せながら患者に説明するようにした。

看護師の説明・確認不足

オリエンテーションする人、指示を受けた人の確認がされていなかったため、ダブルチェックを徹底

錠剤を計数した際に二度確認しなかった
オーダ端末の性能の問題
主治医への確認ミス

二度確認して調剤
オーダ端末のスペックを上げる
指示の確認

確認不足 コンピューターでの処方箋のプリントアウトが紛らわしい

分かるように処方箋にすぐに線を引く

新入職者に規格が２種類あることがキチンと伝わっていなかった。

新入職者に当院の採用薬を覚えてもらうまでは特に監査で十分気をつけること。また監査で発見
されたミスからどのようなミスが起こるか今後十分把握して新入職者の指導に役立てること。
・新人教育は計画的に実施していたが、今後更に検討改善を行う（特に現場の教育に重点を置
き）

・新人等の院内事故防止教育の問題点

生食１００ｍｌにはドルミカムは１０Aまでしか混注してはいけないことになっていたにもかかわらず、 普段あまり使用しない薬剤を使用する場合は、薬局へ指示通り使用しても問題がないか、どのよ
ドルミカムを１２A混注し使用していた。 医師と看護師共にドルミカムを１０Aまでしか混注してはい うな注意が必要か確認を行ってから使用する。 院内へドルミカムの使用方法についてニュースを
けないことを知らなかった。
流す。
確認不足
ボトルに加えるところまで線を引いて行う。
忙しく、一人ですべて、対応 ダブルチェックがかからなかった。

必ずダブルチェックをかける。

業務手順の問題

痛みが出たときはすぐに訴えるよう患者に説明する。

2処方を並行して調剤
移動の際に皮膚の保護を確実におこなえていなかった為だと考える。
ハイペンはあまり半錠で処方されることがなく1錠であるという思う込みがあった。 処方箋に半錠
であるという記載がない
開始月日は、処方箋に見やすく記入されていたため、病棟での日付記入ミスは不明。○／１７処
方のパウダーは、２種類がまとめて入っているが、「２種類分」などと記入する必要があった。２種
類とも白い粉であるため、誤って２Ｐ用意されていても、何も疑わず、２種類別々に入れられている
と思い込み服用させてしまう恐れがあった。○／１０の眠剤の実施サインがないことから、内服さ
れていないのではないか。しかし、今回セットされていたパウダーが、確実にいつのものかは、不
明である。実施サインが記入されていないにもかかわらず、疑問ももたれず、対応も怠ってしまっ
た。
パキシル２錠分一夕後の内服薬を１錠のみ与薬した
１錠づつ分割してあった為１錠と勘違いした
パキシル３Ｔが１Ｔでセットされているのを発見した。
最初の処方内容と同じと思い込んでいた。
パ-キンソン病・アルツハイマー性痴呆の患者様で肺炎を発症したために、当院へ転院してきてい １、浮腫の軽減のためにメガホンを外してしまったのではないか。 ２、自己抜去しないのではない
た。経口摂取困難なため以前入所していた病院にて食道癆造設。自己抜去の危険があるというこ かという思い込みがあったのではないか。
とで、両手メガホンにて抑制中であった。昨日まで抑制実施していたが、両上肢に浮腫があるとの
ことで日勤帯からメガホン除去し様子をみていた。準夜帯では問題なく、深夜帯に移行する。２時
の巡視で訪室すると、食道癆自己抜去し床に落としているのを発見する。主治医に報告。再挿入
等はせず、消毒・ガーゼ保護、翌朝の栄養は胃管チューブにて摂取の指示あり。後日診察します
とのこと。当直師長に内容報告する。本日主治医診察。消化器Drにコンサルト、来棟される。消化
器Drにて食道部よりチューブ再挿入していただく。
バクタと２錠ずつ内服してもらうところ、看護師管理の薬で１錠しか渡さず、１錠しか内服しなかっ 内服処方箋がうまく読めかなった。 確認が不十分であった。 発生時は日曜日であり、流れ作業
た。患者への影響は、効果的に薬剤の効果が出ない危険性があります。発見は違う日に担当と になってしまっていた。 ダブルチェックが確実に行われていなかった。
なった看護師の指摘で分かりました。
バクタ中止の患者様に医師の処方間違いでバクタが処方され患者の手元に届いてしまった。患者 医師が患者がどのような薬を内服しているか確認が不十分なまま処方を行った。 カルテ上では
より、「今 バクタ中止しているはずなんですけど、新しい処方にはバクタが入っていますが飲んで バクタは中止になっていたが、オーダー上は中止になっておらず、医師は前回の処方をそのまま
もいいんですか？」と質問があり、確認するとバクタは中止のままであった。
コピーして処方を行ってしまった。 病棟に届いた薬を確認して患者に渡した看護師の確認も不十
分であった。
バクトラミン４錠分二朝夕の処方 ○月１６日朝分与薬忘れ
確認不足
バザロイン錠について2日分分包せず
朝一番調剤で前日分未処理が多く急いでいた。
パジャマの上着を交換後ヘパロックされている三方活栓部が外れて出血しているのを発見した。 パジャマ交換時三方活栓への配慮確認不足。三方活栓がテープで肯定されていなかったので、
緩んで外れた。観察不足。
パシル５００ｍｇ１日２回を２回分確認したが、当日の施行時、午前中分の点滴のみ無かった。当 点滴と伝票がきちんと合っているか確認していなかった為に起きた。
日の点滴確認時、確認した看護師はあったような気がする、と。
バスクロスのＤＩＶを別ルートでするべき所、ＤＩＶ本体の側管へ連結してしまう。
バスクロス注射薬の使用上の注意を知らない。 薬剤部より情報が無かった。
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１人ずつ確実の調剤する
移動の際には四肢の状態を確認し皮膚の保護をしてから行なうようにする。
思い込まず処方箋を確実に確認する。 処方箋の記載方法を検討中。
デパケン８００ｍｇが日付記入ミスにより誤薬される寸前であった。リスク的には重大事故に繋がり
かねなかった。ダブルチェックで防げないのなら新たな対応が必要と思われる。

２錠分一の場合１錠づつばらばらにし無い
新しい処方が出た場合、カルテと処方箋を確認後、セットする。
１、食道癆部を保護した上で、メガホンを外せばよかったのではないか。

しっかりと数を確認して、薬を投与する。 ダブルチェックを確実に行う。
患者に薬に説明を行っていたことにより防げたミスである為、患者へ薬の説明を継続して行ってい
く。 医師へ中止している薬はオーダー上も中止してもらうようにする。
曜日を赤マークしサインの手順を踏むこと
分包した医薬品について調剤者が監査してから監査者に渡すことを徹底する
ＤＩＶ挿入時の衣類交換時は、ＤＩＶの管理に留意して交換のを行う。パジャマ交換を行う前に三方
活栓の緩みがないか確認する。
点滴と伝票を前日、当日きちんと確認する。
別ルートの表示が無いので何か工夫をするように考える。
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具体的内容
背景・要因
改善策
パズクロス点滴後生食でフラッシュしアミノフリードは再開するも５％ＴＺ２５０ｃｃネオフィリン２Ａｐを 夕方のパズクロス点滴を他看護師が施行し施行後の生食フラッシュ用をうけとる。パズクロス点滴 施行した看護師が責任をもってパズクロス点滴後のベース再開をおこなう。
再開し忘れる。
終了後生食フラッシュ行いアミノフリードは再開するも５％ＴＺ２５０ｃｃネオフィリン２Ａｐを再開し忘 生食フラッシュ後全ての持続点滴を再開したか確認する。
れる。 その後も何度か訪室するも確認することなく２３時の巡視時発見、再開となる。
バストバンドを付けたまま胸部撮影を行った
知識不足
研修、教育を行う
バッグ採血あり、へもクイックが途中で止まりベビー体重計で計測した。後で計ると量が足りておら 業務手順の確認をしておく
慌てず、あらかじめ採血室に入り、備品の位置を確認しておく。
ず、その人の分は使用できなかった。
ハッチウエイで外の看護師から酸素投与の申し送りを受けたが、内容を確認しておらず、投与して 不注意 スタッフ間の意思疎通・連絡が不十分
申し送りを受けた時は必ず、その内容を確認し、復唱する。
いなかった。 外の看護師が患者が酸素の投与を受けていないのに気付き、その旨を他の看護師
に伝えた。その後、酸素投与を開始し、一時的にSATが98％まで下がったが、その後すぐに100％
まで上昇した。
バッドに患者毎に分けていた薬を取り出し内服介助した（ノイエル、ロキソニン、ムコソルバン、ラ 薬を確認せずに患者のものと思いこみ持っていった。 内服介助する時にも確認しなかった。 他 マニュアルの遵守。 自分の許容範囲を超える仕事だと思ったら、リーダーに相談する。
シックス）。その後、他の患者の食事介助をしている時に、他の看護師より薬をもらっていない患者 の患者の食事介助があり、焦っていた。
がいると聞いて薬を見ると先ほど内服介助した患者のものだった。主治医に報告し、患者の本来
内服する薬（アモキサン、メジコン、チラージンＳ、ジフルカン）を追加で与薬し経過観察する。バイ
タルに異常はなかった。
パトロールで訪室すると、患者が病室入り口付近で倒れていた。自分でベッドから降りたが歩けな 入院当日で環境変化への適応が十分でなかった。 眠剤を服用（ロヒプノール２ｍｇ トフラニール 入院時の転倒危険因子の評価
くなった。
１０ｍｇ アンデプレ２５ｍｇ マイスリー１０ｍｇ）３０分後の発生。
パトロール時患者が病室入り口まで歩いてきており、ふらつき転倒。過去に転倒経験があり、離床 パトロール時の環境確認が不十分だった
マットの位置をテープでマーキングする
マットを使用していたが、マットが所定の位置から外れており、感知しなかった。
パナルジン（１００ｍｇ）、プレタール（１００ｍｇ）を夕食後に内服与薬する予定が、朝食後内服与薬 夕食後より内服開始の予定で薬袋に「○／２ アサＸ ○／３ 夕Ｘ」と記載されていた。もう一人の 薬袋の開始日付、開始時間を確認する。
した。
深夜ナースと朝分の与薬を出す時にそのまま薬袋よりだしてしまい、早出ナースがそのまま与薬
してしまった。
パナルジン（粉砕）１錠１日２回服用のところ、１日１回の計７包で分包される。病棟にて看護師の 調剤者がはじめ７包で分包するように指示した直後に、１４包で分包するように指示を訂正した。 調剤時の指示を丁寧に記載する、調剤者と、分包者間の意思疎通をはかる。
チェックにより判明。
その際の指示の見にくさが原因であると考えられる。また直前に同じ薬剤で７包に分包するもの
がいくつかあったため、分包者の思いこみもあったかもしれない。
パナルジン１００ｍｇ１錠、プレタール１００ｍｇ１錠を内服与薬する予定が、実施しなかった。
他ナースと二人で与薬車よりダブルチェックしながら、夕分の薬を出していた。与薬車の右上棚に 後で行う場合、箱を抜くか棚をはっきりと抜いておくべきだった。与薬車よりセットする場合は、上
ある、カテ薬は後で行おうとの声かけに同意し、とばしていった。その方法はいつもと違うやり方で →下にとばすことなく順番に行うべきだった。最後にセットされたところを見て、カップ内に入ってい
あった為、左上→右下の棚まで薬を出し終えたところで終了したと思ってしまった。そのため、薬を るかどうか確認すべきだった。
与薬トレイにセットすることを忘れ与薬をしなかった。
パナルジン１００ｍｇ１錠、プレタール１００ｍｇ１錠を与薬する予定が、実施しなかった。
与薬車から与薬トレイにセットする際、引き出しから順番に取らず最後に出そうと思い引き出しを 順番どおりに出すべきだった。
締め、出し忘れた。
パナルジンの内服を忘れてしまった。夕食後に内服する分を検査のために、時間帯をずらして内 ・薬剤の採用や保管の問題点 ・時間をずらして内服するという観点がなかった
・医師の指示内容を確認する ・看護師間で設定方法を連呼する
服するところを忘れてしまった
バナン１Ｔの処方だったので、半錠にわってわたさないといけないのをそのまま１錠渡した。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
院外処方の実施
バナン錠100ｍｇを6錠払い出すところ4錠しか払い出していなかった
確認不足
監査時の声だし指差し確認
バルーンカテーテルとドレーンバッグが外れていた。尿で寝衣と寝具が汚染した。
ルートの管理 接続部の確認
確認の徹底
バルーンカテーテル挿入中であり、痴呆のため抑制着を着用していた患者の自室を訪室した時、 抑制着を着用していたため、バルーンが抜去されるとは思わなかった。抑制着の足下が患者に バルーンの再挿入、カテーテル部分を抑制着の中に入れ更に包帯にて下肢に巻き付けた。抑制
独自で抑制着を脱ぎバルーンが膨らんだまま自己抜去されているのに気がついた。患者には出 よって開放されていたことから、抑制着のチャックが確実に閉められているかという確認も不足し 着を前後ろ逆に着てもらいチャック部分に手が届かないようにした。また、観察を密に行うよう気を
血・疼痛など特になくバイタルも安定していたが、再度バルーンカテーテル挿入という措置をとっ ていた。興奮・不穏のある患者であるため自己抜去という危険性も視野に入れて看護すべきで
付けた。患者の痴呆のレベルを把握し、考えられる危険性をあらゆる視点から予測すべきであっ
た。
あった。
た。
バルーンの自己抜去が頻回によって尿道損傷がひどく出血あり。
抑制帯の物品不足。紐の抑制帯ではすぐにはずしてしまう。 パジャマはつなぎのものが良い。 家族の方に説明をして抑制服を購入するよう依頼する。
バルーン拡張術のため２８日朝より絶飲食となっていた。10時より２４時間かけて持続で点滴の指 Drが間違えてオーダーしてしまったこと カルテに全く指示がでていなかったこと NSがもっと注意 指示はきちんとカルテに記載してもらう。患者の食事にもっと注意をはらうようにする、準夜で欠食
示あり施行中であった。午後には拡張術も終わり患者より何か食べてはだめなのかと聞かれDrの し患者に絶飲食であることを説明していなかったこと
の患者に食事がでていないかなど注意しみていくようにする
指示がでるまでは、絶飲食であると伝え、納得された。１９時頃PC入力をしていると、２９日退院の
ようになっており、PC上２８日の朝から並食が出ていた。そのためDrに確認すると、明日の朝レン
トゲンをとってよければ朝食をとってよい、そして退院OKと口頭にて指時あり準夜NSへ伝えた。ま
たDrから明日の朝から並食にしたつもりだったが間違えてたとのこと。次の日の朝（２９日）、患者
が夕食を食べたと言われ発覚した。レントゲン結果、特に問題なく退院となった。
バルーン挿入中で１５時に尿量測定を行い １６時３０分申送りの途中で尿量が２４３ＭＬと細かい 思い込み
ウロゼントに入れる時しっかりと確認する
ことに気が付く 再度ウロゼントを確認に行くと他の患者のウロゼントにいれていた
バルーン挿入中で軽度の痴呆患者が「家のトイレでおしっこするんや」といって４点ベッド柵をさけ 患者は昼間から少し言動がおかしいことがあったが、ナースコールを押すことやバルーン挿入して 一人での歩行やトランスファーは危険なためナースコールを押すよう繰り返し説明する。昼夜逆転
足元から降りてつたい歩きをしているところを他のナースが発見する。バルーン挿入中のためトイ いることなど理解ができていなかったため一人で勝手に歩行をしてしまった。
し不穏などにならないように日中の活動を増やし生活リズムをつくる。おかしな言動があれば注意
レで排尿する必要はないこと、ここは病院であることを説明するも理解力いまひとつ。転倒した様
して頻回に訪室する。
子はなく、その後は危険行動なかったため経過観察する。
バルーン留置位置不適切
患者が側臥位しかとれなかったため挿入位置が正しくならなかったと考える
バルーン再留置
パルクスを点滴する時に専用の点滴セットを使用しなかった。
確認不足
点滴を滴下させる前にもう一度確認する。Ｗチェック者にも確認してもらう。
パルクスを翼状針で点滴し、点滴漏れで腫脹、発赤、熱感あったが、かなりひいているとこの日の 理解力に不安がある患者に１時間かけて行う点滴を翼状針で行い、途中患者がトイレに歩いてい 患者と相談して、留置針を使うことにした。ホワイトボードに記入し、処方箋に記入していなくても投
担当看護師から状態報告を受け、患者の所に行く。発赤、腫脹、熱感軽度あり。本人から「痛くな た。患者の行動を予測していないし、把握していなかった。点滴が漏れるときすぐに対処できな
与方法が確かめられるようにした。本人にも説明し納得していただいた。本人に特別な薬であるた
い」「刺した時も少し痛かった」と聞く。点滴したときは逆流あり、痛くないといっていたと点滴実施し かったのは、発見した担当看護師が、パルクスの性質、漏れるときの問題について考えていな
め、痛かったり腫れたりしたとき我慢せずすぐに教えてほしいと伝える。
た看護師から確認した。担当医師に携帯で報告、ひどければバラマイ等を塗布し、ウエットにする かったと思われる。そのためリーダーへの報告、医師への報告が遅れた。
か今は何もせず経過観察で良いと指示受ける。翌日皮膚科受診の必要性について確認し、不要
との指示を受ける。
ハルシオン０．１２５ｍｇ１４錠の処方で、薬が１０錠しかないとの、患者本人より申し出があった。 特に忙しい時間帯ではなく、普段と同じぐらいの業務であった為間違があったとは思えない。
検薬時は、十分確認を実施すること。
ハルシオン錠１４日分処方するところを１日分でオーダーした
オーダー端末の性能の問題
オーダー端末のスペックを上げる
ハルシオン錠２８錠のところを１４錠で投薬した。患者本人が窓口に申し出てきた。
検薬の際の確認不足
用量と日数を再確認する。
パルス療法（ステロイド点滴）を行っていた患者で、点滴から内服に切り替わる際、オーダー上の 看護師間の情報伝達ミス。カルテの指示の確認不足。
・指示をとった場合は、カルテを用いて次の勤務の看護者 に申し送る。 ・変更のある内容につ
内服開始日と実際の開始日が1日ずれていることに医師が気付き、指示取りをした看護師に口頭
いては、わかるところ（処方箋のフ ァイル・カーデックス）にメモする。 ・治療内容、方法等が変わ
で変更の旨を説明し、カルテの記載も修正された。しかし指示受けした看護師とは別の看護師が
る際は、必ずカルテで指示を確 認する。
処方箋通りの開始日を薬袋に記載し患者に渡してしまい、患者も薬袋に書かれた日から内服を開
始されたため、1日分ステロイド剤が点滴と内服で重複してしまった。内服薬は２日分のみの処方
であり、翌日の深夜の看護師が内服薬が無くなることを知り、内服日の間違いがわかった。医師
に連絡し、処置は必要なしとの指示を受けた。
バルンカテーテルの固定バルンに蒸留水を注入するところを誤ってヘパリンを注入した。 固定バ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 再確認の徹底を図る。
ルン用の蒸留水５mlとヘパリン３mlが位置的に近くに置いてあった。
バルンカテーテルの交換をしなかったため患者が発熱・嘔吐した
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
患者の観察の徹底
バルンカテーテルの接続を開放していなかった。
確認不足
ルートの確認を細目にする。
バルンカテーテルを新しいものを交換した
ハサミとクレンメが同色であった確認不足と思い込み
急いでいても焦らない様に気を付ける
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具体的内容
バルンカテーテル交換時に、カテーテル挿入時に痛みはなかったも、バルンにワッサーを入れた
際に痛みあり。しばらく痛みあるも、安静にて痛み消失。なかなか尿の流出見られないも、本人に
水分摂取をしてもらい尿の流出確認するも、挿入時に傷をつけたためか血尿見られる。その後、
本人の痛みの訴えは見られず。
バルンカテーテル挿入中であったが、違和感が強く頻回に尿意を訴えていた患者様が、トイレへ
行こうとして一人で動き転倒された
バルンカテーテル抜去後、ポータブルトイレで排尿介助している患者が一人で移動し、転倒された
ﾊﾞﾙﾝｶﾃ留置中。20:50頃より便・尿意ありﾊﾞｹﾂや床に排便していた。21:40ﾊﾞﾙﾝ違和感・疼痛あり、
指示中のﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ15mgIM。22:00、物音にて訪室すると、ﾊﾞﾙﾝ抜去し、ﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞ床に上向きに倒れ
ていた。向精神薬内服中だった。
バルンの交換を間違えた
バルンを自己抜去して、床に捨てていた。バルンカテーテルとバッグのチューブは鋏で切ってい
た。尿道口から少量出血あり、医師に診察依頼する。処置指示なく、その後、オムツを使用して経
過観察した。
バルン交換時挿入困難あり、日勤看護師３名で試みたが挿入できない上、血尿となり泌尿器科受
診し、バルン挿入してもらう。
バルン定期交換の日、いつもＮＳサイドで交換行っていた。一度バルンを抜去し、消毒を行い、キ
シロカインゼリーを使用して、16Ｆｒのバルンをもう一人の看護師の介助のもと挿入。20ｃｍ以上挿
入したところで、一度固定をしようとしたが抵抗があったのでやめた。もう少し挿入しようとした所バ
ルンチューブより血液が流れてきた為、一度バルンを抜去した。その後泌尿器科のＤｒにより膀胱
鏡を行い、バルンを挿入した。実施者は男性の導尿を行った事はあったが、バルンの挿入はした
事がなかった。
パロチン錠のところにメバロチン錠を調剤してしまった。検薬で発見された。
バンコマイシン1ｇ施行（0.5ｇ2V)のところ1Vの0.5ｇしか施行しなかった。主治医に報告しその日は
0.5gとなった。
バンコマイシン２．０ｇ・単シロップ４０ｃｃ ４×１の１７時分を日勤と準夜で重複投与してしまった。
医師に報告し２０時分は中止となる

背景・要因
カテーテル交換時、流出を確認する為のカテーテルチップを在庫していず、水分を促し流出を待た 物品の取り寄せ。
なければならなかった。

改善策

・バルンカテーテルを挿入した事 ・バルンカテーテルの違和感を訴えているのにそのままにした
事 ・患者自身の見当識障害
看護師を呼ぶよう説明していたが遠慮されたこと 朝の排尿の声かけが遅れたこと
人工肛門造設術当日で、環境変化に伴うﾘｽｸの予防策が不足していた。

・バルンカテーテルは出来るだけ挿入しない ・バルンカテーテルの違和感を訴えられる場合は、
早期に抜去する ・転倒･転落のリスクを見きわめる
朝の声かけを早く行ない必ず排尿介助する 看護師を呼ばれるよう繰り返し説明する
看護室の近い部屋に移室し、ﾁｰﾑで観察する。ﾊﾞﾙﾝｶﾃｰﾃﾙは再挿入しない。家族へのﾘｽｸを含め
た説明と了解を得る。

知識、経験不足
患者の要因 危険物（鋏）の管理

手順を再確認する。
危険物は患者のところからさげる ルートはできるだけ、抜く。

バルン挿入時に損傷したものと考えられる。
技術が未熟

バルン挿入困難時は、決して無理をしない。（特に男性の場合） 無理をしないほうがいいと判断し
たら、早めに主治医に交代する。
マニュアルの見直し教育

薬剤の名称の類似。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

処方箋の薬剤名のフォントを大きくする。
薬札の3回確認。Wチェック

１７時の内服は準夜者が準備投薬となっていたが、日勤と思い込んで１７時分を準備したので「１７ ルールを守る看護師間の伝達はしっかり行う
時のバンコマイシンは本人に渡してある」と伝えたつもりであったが、１７時を１１時と聞き、準夜者
はいつも通りに渡し投与する。ルール通りに行う看護師間の伝達をしっかりすればよかった準備し
たものを準夜に渡せばよかった
バンコマイシンが臨時処方されていたが､定期処方日にそれを見逃し､日勤担当者がＢＯＸを薬局 前日の日勤者がＮＳ管理薬の取扱のルール違反をした カーデックスから情報を拾った際、日付 確実な業務の遂行、チエック体制の遵守を指導した
に下げてしまった。当日の服薬介助看護師は、21日で止めと書かれた処方を20日に見て､21日と を間違えた
日付を勘違いして丸1日無投薬となった。主治医に報告して、翌日､1日追加投薬するよう指示を受
けた。
バンコマイシンのＤＩＶの指示があり、１６ｍｌを２時間でＤＩＶするところ、３２ｍｌ／ｈとセットしてしまい １６ｍｌを２時間なのに、シリンジに３２ｍｌ／ｈと思い込みでセットした。チャートをよく見ずに行った。 チャートをよく見て実施する。思い込みで行わない。計算する時には１時間量をもとに考える。
実施。しばらくして、見に行き、残り５ｍｌになっているのに気が付いた。主治医報告様子観察とな
る。
バンコマイシンの抗生剤が処方されている患者に、ミノマイシンの抗生剤が調剤されて病棟に下ろ 確認不足
薬局へ申し入れ
されていた。点滴のラベルにもバンコマイシンと記載されてあった。
バンコマイシンの注射が１日３回指示されていた。１：００ 注射の準備をしている時ナースコール 注射の準備作業中に作業を中断したこと 注射の準備が済んでからナースコールに対応しなかっ 準備の段階を確実に行なう ナースコールを受け持ちに任せる ルールどおりに点滴ボトルには
で病室ヘ行った。 この時バンコマイシンの溶解の作業が途中であったが、そのことを忘れ溶解が たこと ナースコールは受け持ちに依頼しなかったこと 点滴ボトルには名前が記入されていな
名前を書く
済んだと思い病室へ持参し実施した。翌朝他の看護師がバンコマイシンが解けていないことを発 かった
見した。
バンコマイシンを経口で毎食前と眠前に服用の指示がでていた。準夜勤務開始時より忙しく確認 薬剤の使用方法（溶解して使用する）が、理解されていない。 溶解液の明示方法にも問題あり バンコマイシンの溶解について理解していないスタッフもいるので再確認する。
するのを忘れていた。時間になって経口与薬するのに、バンコマイシンが既に溶解してあるものと
思い込み溶解用の液だけを服用させてしまった。
パンスポリン１ｇキット２回分（朝・夕）のうち朝分を午前中にＤｉｖ与薬する予定が、実施しなかった 早出の業務で、注射ワークシートを出力し、午前中に点滴が確実に行われたが、確認しなければ 早出の業務の注射ワークシートのチェックを午前中のうちにすること。
ため夜分も実施されなかった。
ならなかったが業務時間内にできず帰る直前にしようとしてたが、同じ勤務の方に注射箋だけ
チェックしたらいいよという言葉で、しないで帰ってしまった。その結果注射カートに残ったままの状
況で深夜勤務帯まで気付かず。翌日の点滴出しの結果、１日分あまっていることに気付き、○月１
０日分が実施されてなかった。早出の業務の手抜きから起きた。
パンスポリンキットを点滴しなくてはいけないところ間違えてペントシリンキットを点滴してしまった。 パンスポリンとペントシリンの包装が似ていたため確認を怠った。土曜日なので人が少なく多忙で 必ずスタッフ２名で復唱し指示せんと点滴をしっかりと確認する。 スタッフの人数や忙しさにかか
患者に異変は無かった。
抗生剤を早くしなければいけないと慌てていた。 薬品子に用意してあり日付、名前が書かれて わらず確認を怠らない。
あった。
パンスポリン静注用１ｇバッグＳの隔壁を開通せず溶解液のみを点滴した。
Ｗチェックのルールはあり実行していたが、見つけられなかった。
Ｗチェックルールの徹底。 輸液チェック表の開始時チェックの徹底。
パンスポリン内服中止の指示が15時に出た。指示受けのサインを記入後、薬の引き上げをしてお ・新人等院内事故防止教育の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・指示を受ける際は、最終確認を行い指導者に必ず確認する。 ・指示簿へのサインは、処置を終
らず、指導者に指示受けの確認も依頼していなかった。準夜帯でそのまま中止分のパンスポリン
了させてから行う。 ・自分で処理できない場合は、他のスタッフへ依頼する。（病棟 薬剤師との
を 内服させてしまった。
連携） ・医師が中止薬の説明を患者に確実に行う。
パントシン（３０ｍｇ）６Ｔ／３Ｘを毎食後２Ｔ内服する予定が、パナルジン（１００ｍｇ）を１２月１８日 薬袋には、パントシンと書かれていた。中に入っていた薬は指示された量入っていたが、薬剤まで 中の薬も処方されたものと同じ内容なのか声に出すことと、指を差して確認する。
夕、１２月１９日朝に１Ｔずつ与薬した。
確認できていなかった為、誤薬につながった。また、ダブルチェックはしたが内服整理は行ってい
ず、きちんと内服整理されたかも確認できていなかった。
パントシン（３０ｍｇ）６Ｔ／３Ｘを毎食後にナース管理で２Ｔ与薬し内服する予定が、パナルジン（１０ 他患が、輸血による副作用で急変し対応していた。その合間に中断しながら与薬もして、注意散 与薬は、中断するとか、急変患者様を担当しながら同時にやることは避ける。他のスタッフがいな
０ｍｇ）３Ｔ／３Ｘを○月１８日夕食後と○月１９日朝食後にナース与薬で１錠ずつ２回与薬実施し 漫確認不足により、与薬車の中の薬が薬札と違う事に気づけなかった。
いことにより、依頼が出来なかったこともあるが１８時４０分以降の時間外になれば準夜ナースも
た。
協力できるので待つべきだった。
パントシン散２０％ ２ｇ／×３ の処方を、マーズレンＳ ０．６７ｇ ３包／×３ で調剤。 病棟ス 調剤時、２ｇ／×３ の処方内容から、先入観で、予め分包されているマーズレンＳ ０．６７ｇ ３包 調剤時、処方箋の薬剤名の文字を、意識し確認してから調剤する。また、薬剤を薬袋に入れる際
タッフにより、この誤調剤が発見され、誤った薬は患者に渡らずに済んだ。
／×３ で調剤。
にも、再度意識し確認する。
パンの中に金属片が混入されていた。
納品業者の確認ミス
納品業者への指導、原因と今後の対策について報告指示
パンを配食の際、誤って昨日期限切れのものを配食した。期限切れと気付かれていたが、排除し 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題で、確認者が確認した時点で排除しなかったため、配 品質ー期限を確認したものが、その時点で排除することを徹底した。
てなかったため、配食者が正しいものと思い配食してしまった。期限切れで、除いておいたものが 膳者が配膳してしまった。
無いため、確認したところ、配膳が終了、患者が食した後であった。
ヒアレイン点眼液を５本投薬すべきとことを１本で投薬してしまった。
集中力・中視力の欠如
投薬の際、すべてのチェックを声に出して確認をする。薬局でのダブルチェック機構を再確認す
る。処方箋だけでなく、薬袋とも薬剤と合致しているか確認するように注意する。
ピーエヌツイン１号だったが間違えて２号に薬剤を混注してしまった。Drに確認し更新していいと言 Drのそのままでという言葉に対し、内容を確認せず、自分の思い込みで行なってしまった。
自分の思い込みで行動しない。 そのままでと言われても、必ず内容、単位数の確認を繰り返しす
われたがHｕーRの混注もあったため確認。そのままでいいと言われ、１号の単位のままでいいと
る。 その場で受けた指示や口頭指示などは同職者の先輩に実施する際、再度確認してもらう。
思い、８単位を混注した。その後同職者に指摘されDrに確認すると２号の単位の１２単位を混注す
るという意味だった。
ピーエヌツイン１号を１日２本回しでＩＶＨから行っている患者。たまたま、１０時～１０時と誤って前 注射準備、実施者のいづれも、ルール違反を犯している。 注射業務のマニュアルの逸脱
注射業務マニュアルの遵守
日の勤務者が本体のラベルに施行時間を記入していたため、それにひきづられて滴下速度を２４
時間で調節し落下させていた。途中で、処方箋から誤りに気付き、調整した。
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具体的内容
背景・要因
ヒートシールの錠剤をヒートから外し，分包し払い出したが，病棟で投与時，１錠入っていないこと ヒートから外す際，外し損ねた可能性が一番考えられるが，分包時，別のところへ入ってしまった
に気付いた。１錠足りなかったのか，違うところに混じってしまったのかは分からない。 ７日分処 可能性もある。分包した薬剤師，監査した薬剤師，病棟で確認した看護師，投与した看護師と最
方で６日目で気付いたため分からない。
低４人が関わっているが，見落としている。各自の責任意識の不足がある。 患者は別に影響は
見られていない。
ビオフェルミンRの処方があり/21夕～服用してしまったが、前回にビオフェルミンRの処方あったた 指示録の写りがうすくて見えなかったのと、21と日付が記載されていたため確認をしなかった。
め２１夕と２２アサに重複してしまった。
ビオフェルミンRをラックビー微粒で調剤
調剤時電話対応したがそのときにラックビーと思い込んでいたためそのまま調剤した
ビクシリンの点滴をビクリンと思い込み、テストしないでビクシリンの点滴を実施した。（実施した点 ビクリンとビクシリンの違いを理解していなかった。
滴は指示通り施行した）
ひげを剃るためロッカーの上に置いてある石鹸を取ろうとして転到される。
転棟まもなくのことであり、スタッフに遠慮されていたこともあった。また、環境が変わったことや患
者の情報・指導不足があった。
ヒシセオール２００ １回／日 ３日間の指示を ３回／日 ３日間と間違えて指示受けをし施行
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
ビソルボン３錠ムコサール３錠アリナミンＦ３錠のところムコサールがムコソルバンから訂正されて 訂正の記載が訂正印と重なりやや見ずらくなっていた 何の訂正かをきちんと判断していなかった
処方がある事に気付かずビソルボン３錠アリナミンＦ３錠のみ調剤し監査でも二種類の処方と思い
ムコサールの記載を見落とし払い出す
ビタジェクトでルート確保後、置いていた内筒（針）で刺した。
作業するすぐそばに、置いていたため。
ビタノイソンを混注する点滴を単身で行ってしまい、後で他の点滴を確認していたスタッフが、ビタ 1年目で忙しさにあせって確認不足
ノイソンを発見し、自分が行った患者の所へ行くと色のついていない点滴が半分落ちてしまってお
り、表示にはビタノイソンと記入してあった。点滴板にもビタノイソンと記入してあり間違いに気付い
た。考えれば点滴と表示に同じものが書いてあるから大丈夫と思い込んでしまったが、点滴の裏
の名前の確認とダブルチェックを怠っていた事が今回事故の原因と考えられる。次回のメインにビ
タノイソンを入れても大丈夫とＤｒから指示をもらい次の3本目の点滴にビタノイソンを混注した。確
認が出来ていないため、こういう結果になった。大丈夫だという気持ちと焦ってつないでしまったの
か後から考えても思い込みで確認できなかったと考えられる。
ビタノイリン注とビタミンC注は別の輸液にセットすべきであったが一緒の輸液にセットした。
注意力不足
ビタミン剤６錠３×２６日分１５６錠のところ１６６錠で調剤、看護師より１０錠多いと指摘、返品され 計数調剤ミス、検薬の確認不足
る。
ビタミン剤入りの点滴にて血管痛があり、ゆっくり滴下させていた。夜勤で「痛みで手も動かせな 日勤帯で主治医に報告すべきであった。情報伝達不十分。判断できないことに関しては、知識が
い」とコールあり。単身のものに変更（2本目）。痛みは落ち着いた。しかし、滴下が遅すぎて、予定 未熟。
の点滴が1本入らなくなってしまった。主治医報告。そのまま様子観察。患者の容態に変化はな
かった。
ビタメジンを点滴本体に入れなかった。
点滴記載がやや見にくかった
ピッキングマシーンで間違った薬剤を検薬で見落とし、病棟に搬送してしまった
ピッキングマシーンの問題
ビデオ鑑賞のため多目的ホールに誘導した。他の患者の確認を行っているうちに、その患者の姿 精神科のため、移動する際は、職員が誘導し各部屋や病棟の鍵をあけるなどしている。誘導時は
が見えなくなった。探していると他病棟の職員が「帰ると言ったので開けました｣と言う。病棟に確 離院の恐れもあるため、移動する患者の確認や観察を行っていている。今回の場合は他病棟の
認すると、１人で戻っていた。足の不自由な患者様なので心配した。
患者の状態は把握できていないにも関わらず、患者の要求を病棟のものに確認しなかった。安易
であった。
ヒドラ６T分２の指示を６T分３で調剤してしまったが患者が気付いてこれまでどおり服用した。
確認不足
ピノルビンと生食の処方されていたが、ピノルビンは蒸留水で溶解しないと解けない。処方に気が 確認不足
つかず病棟にあげ看護師が溶解液が違っていたことに気がついた。
ヒューマカート３／７を朝２０単位、夕１０単位施行していた。夕食前に指示書どおり、ヒューマカー 指示伝達のルールが守られていない。
ト３／７１０単位を施行した。その後、夕食後から追加の内服薬があったので指示シートを再発行
した。２２時頃、再発行した指示シートを見直した時にインスリンの量が夕から変更になっていた事
に気づいた。医師からの連絡表には何も記載されていなく指示変更のシグナルも出していなかっ
た。医師は看護師に口頭で指示変更した事を伝えたと言われた。
ヒューマカートNを朝夕自己注していた患者が、手術のため入院。血糖測定後、ヒューマカートNを 前日より自己血糖測定指導を開始し、測定用具とインスリン注射器を患者のところに置くようにし
施行しなければならないところ、ノボリンRを自己注してしまった。
ていた。
ヒューマリンＮ２４単位を１日２回の投与のところ、指示受けの時点で１回１２単位を１日２回と思い １．通常出される定時インシュリン投与指示と記載方法が違いわかりにくかった。通常：ＨＮ朝２４
込みカーデックスに記載した。その結果、担当看護師は間違いに気付かず過少投与する。その日 単位。ＨＮ夕２４単位。今回：ＨＮ２４単位×２/日。２．リーダーナースは指示を何度も見直したが、
のうちに主治医が記録より間違いに気付き発見される。患者の血糖値の上昇が予測されたが影 解釈の違いに気付かず、心配に思いながらも主治医に確認しなかった。（指示を出した医師は９
響はなかった。
月よりローテーションしたばかりでオーダーミスが多かった）。３．担当看護師もＷチェックで注射確
認をしたが、ＨＮ１回１２単位を書き加えられたためそのまま投与し気付かなかった。
ヒューマリンＮを１２単位 ２１時に皮下注射により与薬する予定が、実施しなかった。
２１時と言う時間帯が。消灯・施錠・Ｈｒ捨て・各病室の見回り・ナースコールの対応に追われ多忙
の為、時間毎の板を見る時間がなかった。２０時の時間毎の板を見た際、２１時の時間毎があるこ
とを見落としていたことが一番の要因と思われる。
ﾋｭｰﾏﾘﾝR４単位＋ソリタT3５００ｍｌを速度を調節して接続した。本来６時間要すべき所を1.５時間 点滴更新時に調節はしたが、その後観察していない。患者の体位、チューブの屈曲なども考える
で滴下してしまった。低血糖などなし。Dr指示にて、次もインシュリン入りのDIV接続。
べきだった。
ヒューマリンＲ４単位を１７時３０分に皮下注射する予定が、実施しなかった。
１７時３０分に定期でＢＳチェックと本人用のヒューマカート４ｉｕ皮下注の指示があり看護師施行。
ＢＳ４１６ｎｇ／ｄであった。４００ｎｇ／ｄｌ以上で４Ｒ４ｉｕ皮下注の指示があったが、カーデックスを確
認せず施行されないままであった。時間毎を行う際は、時間毎の書きぬき板を見て行うのでＢＳ４
００以上でＨＲの追加があると気がつかなかった。
ヒューマリンＲを１．０ｍｌ／ｈでシリンジポンプで持続注入中。前日２３時にシリンジ交換がされてい ０１．０１．００ 確認が不十分であった。（４時まで気づかなかった）
機械の故障（アラームが
た。 ２：３０頃閉塞アラームが鳴る。他のシリンジポンプも同様に鳴り、この時患者の体動が激しく その後なっていない）か、取り扱いミスかはっきりしない／確認が不十分であった。
ＩＶＨ刺入部が屈曲していたため、調節する。その後はアラームもならなかったので流量までは確
認せず。４時の巡視時、流量確認し０点より目盛りが減っていないのに気づく。一見したところでは
セッティングも問題なかった。
ヒューマリンの指示を確認できず、投与できていなかった。
指示簿の確認が出来ていない。
ヒューマログカート （４、２、２ ）使用中の患者。昼食直前２単位を早出と担当者とでチェックした。 インスリン注射のマニュアルが守れなかった（早出の看護師が注射する、不在の時は部屋に注射
部屋にインスリン注射をしに行くと患者様が不在だったため、オーバーテーブルの上に置いた。た 器を置かない）。 インスリンの単位を確認せずに注射した。 インスリンを持ち運ぶ時に単位がず
またま他の患者の所にいた看護師が帰ってきた患者に気付く。インスリンが６単位にセットされて れた（バットに入れていた）。
いるのを確認し患者様に６単位ですねと確認すると「ハイ」と言われ注射する。注射後にインスリン
表を確認すると２単位の指示であることに気付く。医師に報告し２時間後に血糖測定を行った。低
血糖症状はなかった。
ヒューマログキット６単位を７時３０分に皮下注射により与薬する予定が、実施しなかった。
他院から転院の入院受けをし、７時３０分と１７時３０分にインシュリン投与があると指示受けをし
た。その時、時間毎の板に誤って７時３０分のところではなく、１１時３０分のところに記入してし
まった。翌日その板の通りに違う看護師が与薬を行い、７時３０分のインシュリンは行われず１１時
３０分のときにおかしいと気づかれた。１１時３０分の時にインシュリンは施行されずに済んだ。
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改善策
分包時の確認と監査時の確認を徹底する。

指示の確認、伝票の確認、開始の日時は明確に
処方箋と調剤薬の確認を行ってから監査へ
ビクリンはほとんど使用されていないため、採用を取りけりた。
日常的に使用されるものは手元に置き、自分でできないことは職員に遠慮せず依頼するように指
導する。
指示内容の書き方・受け方のマニュアルが必要紛らわしい記載方法の改良が必要
薬剤の変更の訂正ははっきりと分かるように記載方法に気を付ける 訂正されている処方箋はど
ういう訂正なのかきちんと確認する
使用済の針は、バットに入れる等確実に安全な方法をとる。
確認の徹底教育

処方箋をよくみて調剤
調剤、検薬は集中して正確に行なう。
輸液についての学習会の企画。

１．読み合わせは点滴指示箋をよく見て。２．３回の確認を。
他の薬剤が他のカセットに移動しないようにピッキングマシーンを改造する
各々の病棟の患者は、その病棟の職員に任せる。また、その患者をよく見て対応する。

監査機能の充実
再度確認する
医師に口頭で伝えるのみでなく医師と看護師の連絡表に記入してもらう。

患者には、同時に二種類の注射液を渡さないようにする。
１．インシュリン注射の入力方法について統一をはかる。主治医は研修医の指示が問題ないか確
認し指導する。２．指示受けの時点でわかりにくい場合は確認する。

時間毎を正確に把握する。消灯後、時間毎が終わったか再度見直すことが必要である。サインが
ない場合フリー同志で声かけし合う。
点滴速度調整後は１０分から１５分後には滴下状態を観察する。
時間毎の板に「ＢＳ４００↑、ＢＳ７０↓指示あり」など記載する。不明なときカーデックス指示簿の
確認をする。
シリンジ交換時は０点以外に交換時間を記入し、すぐ点検できるようにする。交換後は１時間後に
流量・残量をチェックする。アラームが鳴った時は全てチェックする。 シリンジポンプの点検を業者
に依頼する。.
指示簿の確認をしっかりと行う。
インスリン注射のマニュアルを守る。

指示受けをし、板に転記したときにダブルチェックをしていなかった。そのため、ダブルチェックを受
ける。
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具体的内容
ヒューマログを自己注射されている患者が入院され手技の確認をナースがしていた。 ログの液
がなくなり新しい薬液の交換はナースが行ったがログではなくランタスと交換していた。 ログのペ
ンにランタスが入ると考えてもいなかった殆どのナース薬液名の確認をしないまま患者の手技の
確認だけを行っていたがある日、容器のマークの色が違うことに気付いたナースにより発覚した。
薬液の減り具合から約５日間程ランタスを施注したと思われる。 その間、毎食前の血糖測定を
行っていたが異常値はなく患者さんの自覚・他覚症状に変わりはなかった。 ログのペンではラン
タスは使用できない。
ヒュメゴン３００単位の注射・筋注の指示を皮下注で施行。
ヒルドイド軟膏を５０ｇの処方でよいところを５００ｇ処方した
ヒルトニンの注射にピトレシンを払い出した。
ピロリ菌の検査で検体をわたし 説明不足でとった検体の収納の方法がわからずブラシ に便を
つけたままもってこられ検査ができなかった

背景・要因
改善策
薬液の容器は明らかに区別が可能であり交換時の確認不足はあるが、それぞれの製薬会社に 院内でログの容器にランタスが入ることを周知させた ランタスの営業員に事故の状況を説明し対
独自のペンがあれば発生しなかったとも考えられる。 後発の薬剤を販売する時点で工夫出来る 応を求めた
こと思われる。

指示の確認・ダブルチェックの有無。
ダブルチェック。
オーダリングの問題
通常より量の多い処方にはワーニングをかける
至急の処方者調剤者と監査者が同じであった。薬剤名が似ていた。
必ずダブルチェックをする。
看護師が検体をみたとがなく パンフレットにそって説明していた 検体に入っいる説明用紙にそっ 添付の説明用紙も検査方法を説明する時に使用し間違いやすいことを伝えて正しくセットしてもら
て説明できていなかった 実際検体をあけてみると間違いやすい容器になっているので 患者に えるよう注意する
渡すとき説明する必要があった
ファーストシン１ｇを５％ブドウ糖液５０ｍｌにて溶解するところを他のスタッフに準備してもらった。生 ダブルチェックできるところ、確認ができていなかった
準備、薬液を注射器に引く時、静注する前オーダーと確認する
食１００ｍｌで溶解されていたのに気づかず静注開始した。記録中間違いに気づいたため主治医に
報告した。そのまま静注して良いとのことで施行する
ファーストシン１グラム＋生食ＴＮ５０ミリリットルを払い出すところをファーストシン１グラム＋生食Ｔ 当日分と翌日分の払い出しのため急いでいた。本来ならば別の薬剤師に監査してもらうところを 至急払い出し要請の場合でも必ず他の薬剤師による監査を実施する
Ｎ１００ミリリットルで払い出してしまった。病棟で看護師が調製時これに気付き生食ＴＮ５０ミリリッ 自己監査で払い出したため誤薬に気つかなかった。
トルに交換した。患者には正しい投薬が実施された。
ファロー四徴症にて大動脈弁狭窄、肺動脈弁閉鎖等の術後、経皮的人工心肺（ＰＣＰＳ）管理をし ・コンセントが足元にあり、何かの接触等で抜け易い環境である。 ・コンセントの接続はずれを発 ・コンセントは抜けないよう、ロック式のものに変更していく。 ・コードは、床から浮いて足で引っ掛
ていた。一旦、患児のベットサイドから離れ、再び戻って記録をしようとしたところＰＣＰＳの表示画 見する前に、清掃担当者がベット周囲の清掃を行っていた。（この時、接触した可能性あり） ・電 けたりしないように、ガムテープ等で固定する。 ・設定の確認は、医師、看護師ともに声を掛け
面が点灯していないことに気がついた。電源を確認するとＯＦＦになっており、他を確認するとコン 源再開後、設定の確認は医師が行っていると思い込み、看護師は操作方法を知らなかったことも 合って行う。（設定時、設定変更時、トラブル発生時） ・アラームの状況について、点検する。 ・機
セントが抜けかかっていることが判明した。ＰＣＰＳ自体は、充電機能で作動していたが、電源が切 あって、自らは確認しなかった。 ・医師も確認は看護師が行うと思い込み、確認していなかった。 器の操作方法について、学習していく。
れたアラームはならなかった。すぐにコンセントを入れなおし、電源を入れ、画面の表示が出ること ・医師、看護師間のコミュニケーションが不足していた。
も確認したが、その後患児の体温低下みられた。温度設定を確認すると、ＯＦＦになっており、温度
実測は３７度と表示され、設定よりも１度低い状態であった。患児を保温しながら、ＭＥより点検、
設定確認をしてもらい、その後患児の状態も落ち着いた。
ファロムドライシロップ小児用１００ｍｇを６ｇ処方されたのに、６００ｍｇ＝０．６ｇと入力した。
ドライシロップが１００ｍｇ＝１ｇの換算を間違えた。
ｍｇの投与の場合、ｇ換算がいくらになるかよく注意をして入力する。
フィーディングチューブ挿入中であった患者様で体動激しく起き上がり動作もみられたため、体幹・ 観察不足
家族の方が面会されても頻回に訪床し観察する。
四肢の抑制をし傍で観察していた。家族が面会に入られたので、ベッドサイドを離れた時に、
フィーディングチューブを自己抜去された。
フィジオ３５ ５００ｍｌを２４時間持続で与薬する予定が、フィジオ３５ １０００ｍｌを与薬した。
ウォーキングカンファレンスでは発見することが出来なかった。なぜなら、日勤の担当の人が指示 ウォーキングカンファレンス時、二人で指示簿を見て確認することが必要となると思われる。
簿を見て申し送っていたので、直接口頭で聞いて点滴の内容・時間はあっていた。
フィブリン形成や静脈圧の上昇を防ぐ為に、開始時Ｈｅｐ１．０ｍｌを静脈側からワンショットしていた 確認ミス
記載されているものを確認してから施行する。
が、間違って動脈側から施行してしまった。
フィルターを使用しない薬剤をフィルターを使用し点滴した。滴下が悪いため医師に確認し間違い 知識不足
フィルターを使用しない薬剤一覧表をクリーンルームにも貼り出す。指示書にフィルター禁止と記
に気付き交換するがまたフィルターを付けてしまった。再び滴下が悪いため確認した際再び間違っ
載する。 慌てた時ほど落ち着いて行動する。
ていることに気付いた。 すぐに点滴セットを交換し、主治医に確認し予定より1時間遅れで終了す
ることとなった。 患者に経緯を説明し謝罪した。
フィルムに貼るネームシールの名前を書き間違える。診察時にNsが気付いたが、患者に違う患者 名前を書くとき思い込みがあった。フィルム配送時に確認を怠った。
マニュアルに添って確実に業務を行なう。
のフィルムかと不安感を与えた。
フィルムの患者情報が1人前の人の情報になっていた。
確認不足
手順を徹底する
フィルムの患者情報が前の患者のままであった
勘違い・確認不足
手順の徹底
フィルムを外来に回すところを病棟に回した。病棟で気付き放射線科に戻した。フィルム収納箱が 依頼科の確認不足。
再確認を行う。 フィルム収納箱の置き場所の検討。
隣り合わせのため誤って入れた。
フエノールブロックに使用するフェノール水が期限切れとなっていた。精製間に合わず、翌日フエ 期限切れの確認が不十分
確認の徹底
ノール実施することとなった。
フェノバール１Ａ筋注を静脈注射した。
チェックできてなかった。指示書と確認して注射する手順ではなかった。
注射時は２人でチェック、指示書でチェック
フェロミア１Ｔ（分１朝）１４日分、フェロミア錠１４錠調剤する所、テオロング錠１００mg２Ｔが混入して 業務繁忙からと考える
錠剤の大きさは異なる２剤であるが、同メーカーの薬であり裏（ＰＴＰ）の印字の色、字体が同じで
いた。調剤者と監査の者も気付かずに詰所に上がってしまった所、看護師が気付き連絡を受け
ある事から見逃してしまった。業務の流れを問わず、印字をしっかり読み調剤していくことが大切
た。
である。 ＰＴＰの印字を含め錠剤の色、大きさが似ている薬剤を並べて置かない様、フェロミアの
置く位置を変更した。
フェロミア錠21錠を14錠で調剤
考え事をしながら調剤
処方箋に集中して調剤する。
フォイパン６錠 ３×で指示が出ているのを看護師の確認不足のため１回分与薬をしなかった。患 ・与薬時薬袋の確認不足 ・患者の情報収集不足 ・薬の保管状況が悪く間違いやすい
・薬の保管をわかりやすくする ・薬を手渡す時、呼称しながら確認する
者様には異常はない
フォーリー抜去し、Pトイレ可になったため尿器にて自尿をするようになった。自分でトイレには行か 夜間不眠にてペンタジン【15】を静注していた。トイレをしようとして転倒。申し送りで自分で起き上 ナースコールを側に置いて再度自分では立たないよう、また転倒したら危険であること説明し、1時
ず、必ずナースコール押すよう説明してはあったが、他の患者のところで情報収集及び処置をして がったりすることは聞いていたが、他の患者のところへ行く前にトイレが大丈夫かどうか聞かな
間毎モニター監視をした。
いる間に、バタンと音がしたため訪室するとベット柵乗り越えベッドサイドで座り込んでいた。尻餅 かった。
をついただけで、頭部などは打たなかった。
フォーレ挿入中の患者で、「尿が出るから」と何度か訴えており、ベッド柵をしてその都度説明して 柵の固定の仕方が甘かった。
ＡＤＬのアセスメントを実践に反映させること。
いたが、本人が柵をはずし転倒した。患者は排尿するために柵をはずしたという。当直医師に報
告、患者に異常はなかった。
ブザーで訪室すると、患者が床に座り側にある車イスのタイヤに足をはさんで動けないでいるとこ 片麻痺があり、車イスに移動してトイレに行っていた。ナースコールで訪室すると車イスに座って 車イスの移動が自立する前は、車イスを患者のベッドサイドに置いたままにせず、毎回持ってい
ろを発見した。
準備していることが多かった。今回も同様に行ったが、上手く座れずベッドからずり落ちたというこ く。
とであった。患者は車イスが置いてあるので、自分で移動しようとしたと考えるが自立前の患者の
ベッドサイドに車イスを置いておいたことが良くなかった。
フサン１００ｍｇのところを同一薬効のＦＯＹを病棟に払い出した｡病棟看護師が混注の際気付いた 処方内容の確認が甘い
2度監査の実施
ふとんごとベッドより転落
車椅子移乗後、ベッド柵をもとに戻していなかった
車椅子使用後はベッド柵の確認をする
プライミング時にヘパリンセット不良の為透析開始時に一気に入ってしまった。
プライミングのミス プライミングチェックのミス 開始時のチェックミス
チェック時の確認をしっかりする
プライミング時ヘパリンのセット不良の為、透析開始時全量注入されてしまった。
セーフキーパによるチェックミス
チェック時の確認をしっかりする
フライ用の肉と焼き用の肉がそれぞれの調理作業表と一緒に同じ冷蔵庫にあった。焼く担当者が 調理作業表にて確認しなかった。
調理作業表にて
すべて焼き用の肉と思い焼いてしまった。
フラジール膣錠を、処置時洗浄後Ｄｒに渡して与薬する予定が、Ｄｒにフラジール膣錠を渡すことが 確認行動に欠けていた。
急がず慌てず確認する。
出来なかった為実施しなかった。
ふらつきの強い患者がトイレに行く時にベットから転倒した。物音がしたので確認に行き、患者を 患者への配慮を怠ったのが問題
転倒防止のための環境についての配慮が必要である。 ベット柵の設置 環境整備のための情報
確認したところ意識障害、神経障害はなかった。
収集 患者への協力依頼
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具体的内容
ふらつきも強く、転倒危険の高い患者であり頻回に訪室しトイレ促がしたり、ポータブルトイレ移動
時はナースコールするよう再再説明し、また、家族からも移動する際は呼ぶよう伝えて頂き同意を
得ていた。16:50同室者よりナースコールありうかがうと、ポータブルトイレにて排尿後尻餅ついた
との事でベッド横に倒れている所を発見。どこも打っていないとの事。外傷無し。バイタルサイン特
変無し。苦痛なし。本日の総リーダー報告する。
ふらつき強く、ＮＣなく一人で歩行してしまうか患者さんで転倒リスク対策でウーゴクンを設置して
いた。6時にウーゴ君が鳴り訪室すると柵をはずそうとしていた。聞くと，｢トイレに行きたい｣と答え
た｡誘導しようとして枕もとを見ると、インサイトとネットがおいてあるのを見つけた。いつ抜去したの
かは不明
フラットパネルにて撮影時、前患者名で撮影、出力した。再出力し提出。
フランドールテープの外用薬を、就寝前～起床後１時間貼布し、その後はがすとの指示であった
が、起床時直後に剥してしまった。
フランドルテープ１枚／日の医師の指示のところ、薬剤師がコンピューターに入力時、２枚／日と
間違え処方した。以前と変更になったのかカルテで確認したところ間違えに気がついた。
フランドルテープの交換作業を忘れた。
フランドルテープの指示があつたが、貼る事を忘れる。
フランドルテープ開始時のスタッフが転記忘れをし、翌日の日勤でも気付かなかった。二日後深夜
で気付き交換となる｡
フリー業務で清掃のため各部屋を回っていた。Ａ氏の清掃に行くと、患者が持続点滴を自己抜去
していた。
フリー業務で頭部CTの伝票があったため、本日の検査と思い込み、検査ワークシートと伝票の日
付けを確認しなかったため、患者を放射線科まで下ろしてしまった。放射線科で本日ＣＴの予約が
入っていないことを指摘され伝票を見直したところ、前日の指示の伝票で、しかもその指示はキャ
ンセルされていたものだった。そのまま病棟に戻ってきた
フリー業務で夕の２つの薬剤の抗生剤の点滴準備をしていて間違えて違うほうにシールを貼って
しまった。担当看護師に指摘される。
フリー業務中に尿道カテーテルを入れるように依頼があり、準備をして実施した。透析患者で自尿
が少ない人であったが、留置直後少量尿の流出があったので固定水で固定。前立腺肥大がある
ことは知らなかった。15分後患者から血尿が出てきたと申し出があった。泌尿器科に依頼処置を
施してもらった。
プリンクとスロンノンと生理食塩水を希釈した42ｃｃの注射液を透析終了一時間前から42ｃｃ／時間
で注入するところ、22cc／時間で注入した。終了5分前に気付き医師の指示で残り時間で注入し
た。
プリンヘランシィロップを１５ｍｌ分３食前に胃管チューブから注入指示であった。薬袋を処理する
際、１回１５ｍｌと記載してしまった。夕食前に１回量１５ｍｌ投与した。
フルイトラン（2） 1/2錠とすべきところを1錠として処方。前処方と異なっていたので薬局より指摘さ
れ訂正した。

背景・要因
トイレ移動時はナースコールするよう説明してあったも、遠慮とトイレという行為の羞恥心があるの 頻回に訪室しトイレ誘導行う。
か自己で排泄しふらつきも強く転倒してしまった。

業務、労働体制上の問題

改善策

とりあえずＩＣＵに移動した

確認不足
確認
指示の見落しと思い込み。 起床後１時間という曖昧な指示であり、きちんとした時間指定の指示 指示の確認を確実に行う。 医師の指示の出し方を検討してもらう。
が望ましい。
コンピューター入力ミス
薬剤師不足でダブルチェック機能ができていない。
指示箋の管理体制が不適切であったため、確認作業に不備が生じた。
業務手順に従わないでしまう。
ミリスロール中止後すぐにフランドルテープ使用のことが頭にあれば気付けた。

室内の整理整頓、指示箋等の管理体制の見直し
指示後のルールをシンプルに転記項目を減少する。
カーデックスとの照合時、内服欄も確認すべきであった。

脳メタのため、持続点滴に対する理解不十分であった。 強力に固定、包帯で保護していたが抜
去してしまった。
伝票の日付の確認不足、検査フリーシートでの確認不足、ホワイトボードに貼ってある伝票は本
日分であるとの思い込み

頻回に訪室してチェックする。 点滴の固定を十分にする。 理解できない可能性は高いが、再度
説明する。
伝票で検査内容、日時の確認。ワークシートでの確認。リーダーや受け持ち看護師にも再度検査
の確認をしてから出棟する

業務内容確認

夕の抗生剤はなるべく担当スタッフが作る。一つ一つ解いた時点でシールを貼る。

情報不足

必ず情報を取ってから対処するように徹底。

プリンクは22cc／時間で注入することが多く、22ｃｃ／時間で設定してしまった。

他のスタッフに確認すべきであった。

転記ミス

転記時のダブルチェック

当該医師の注意確認不足のみならず、定期処方の転記作業のシステム上の問題も背景にあると 所属長の改善策：注意・確認・照合の徹底9月より定期処方を毎月転記することになり、その都度
考えられる。
処方記載で誤りないか（転記ミス）を確認を十分にする。病棟長・薬剤師の二重チェックになってい
るが今日は薬剤師よりの指摘であった。毎月の転記作業を減らすような工夫もシステム上必要と
思われる。
ブルーライト照射中、男児の精巣保護忘れた。(黒いビニールでオムツを包むことを忘れてしまっ 男児用のベビー服が不足し、女児用の服を着ていた。男女確認しなかった為、起こってしまった。 光線療法における外性器の保護に関してのマニュアルの見直しをする。最近では光線療法を行な
た。)
う際、オムツによる遮光だけで充分と言われており、男児女児の区別なく、今後は黒いビニールは
使用せずに行なうこととした。
フルカリック１号と２号を間違えて投与した。
指導どおりの声だし確認を怠った。
声だし確認の徹底。
フルカリック1号を22時に追加しようとしたところ、それまで点滴していたフルカリック1号の小室組 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 遮光用カバーをはずし各勤務帯の確認をしな 手順の遵守
成のビタミン剤が混和されていなかった。
かった。
フルカリック１号を準備し他の看護師とチェックしてから更新した。中室と大室を開通させ小室をポ 消灯後で暗く小室を確認しにくかった。 忙しく慌しく操作した。 小室はポキッと音がしても残って 業者へ説明不足があることと、小室の改善をお願いした。 各病棟で業者から説明会を行っても
キッと折った。１２時間後の更新の時に、小室が十分に折れておらず液が残っていることを発見す いることが多いのを知らなかった。 手順通りにしても液が残っていることがある。
らった。
る。
フルカリックの小室折り忘れ。巡視時にも気付かず、翌日発見。
業務手順未確認 他部署の同じ事例の共有がなかった。
業務手順の再確認、職場内徹底。 他部署のミスもきちんと報告する。
フルカリックの輸液が約２００ｍｌほど入った時に、小室が開通していないことに気付く。小室を開通 使用方法をパッケージで確認しつつ、開通させるが、中の栓が完全に折れているのか視覚による 業者より全部署にフルカリック使用方法の説明を行ってもらった。 小室は下の部分を持って前後
し、全体を混合させる。
確認不足。 黄色に変化、パキッと折れた音により開通したと思ってしまった。 パッケージに書い に１回ずつ折る。音は当てにならない。 上記の注意を入れないとパッケージに書いてある使用方
てある注意事項では、小室は完全に開通しない。中途半端に開通する事がある。色も微妙に黄色 法では不備が生じていることを業者に申し入れした。
に変化するためわかりにくい。
フルクトラクト200のところＫＮ３Ｂ200をだし、調剤・監査の時気付かず詰め所に渡していた。 看護 処方箋・薬剤をよく見ず思い込みで調剤・監査をした。
注射処方箋と薬剤をよく照らし合わせ、間違えないようにする。
師が再度チェックした時に判明。
フルクトラクト５００ml・K2 ２０mg指示の点滴が、伝票には３０mgになっていて、そのまま施行され 今まで泌尿器科ではK2 ３０mgであったため、２０mgになったことが伝達されていない。泌尿器科 転記しない複写式のオーダーシートを導入する予定でいます。
てしまった。
は医師カルテに記載がなく、カーデックスの記載のみで点滴指示が行われている。
フルコナール注射液2Vを1Vで調剤
化学療法の監査と同時並行で行っていた。
調剤中は、別の業務をしないようにする。した場合は、一からやり直す。
フルターゲスの指示が出ていたが気付かず日中採血していなかった。夕方、検査科より問い合わ 業務手順確認
患者治療計画の把握
せあり、とっていないことに気がつく。
ブルタール、アミノフリードの払い出し忘れ。病棟看護師が発見。
処方箋の確認不足
2度監査の徹底
フルタイドロタディスク２００ｕｇを吸入する予定が、８００ｕｇ実施した。
フルタイドロタディスクを初めて使用する患者であった。患者とともに、わかりやすいよう一つ一つ 印字されている内容と薬剤の使用量をきちんと確認し、思い込みで行うことは絶対しない。薬剤の
説明しながら行った。袋に「フルタイドロタディスク２００ｕｇ１日２回 １回２００ｕｇと印字されており、 用量・副作用などの知識について再学習する。初めて使う薬は他者や、担当薬剤部に確認する。
「１枚２００ｕｇだから１回に１枚使う」と思い込み指導してしまった。これは、自分の不十分な確認と 自分の能力を知る。
薬剤に対する知識不足によりおきたものだ。今まで２度フルタイドロタディスクを使用した患者さん
を持ったことがあったが、今まで使用した経験がある方で今回のように一から指導することはな
かった。発見したのは、他看護師で、退院前日、残薬確認したところ少なく本人に確認。「一日に１
枚使ってと言われた。」と話する。初めてのフルタイド使用のため、その日受け持った担当看護師
に毎回きちんと出来ているか確認するようカーデックスに記入した。
フルタイド吸入2pcff×2を3回/日 増量したのに、○月から翌月分の定期処方記載時に、誤って2 転記することにより、誤りが生じやすい。
定期処方のシステム改善
回/日と記入した。
ブルフェン6錠を3×1で処方であったが、3錠3×1と思い込み調剤。他の薬剤師によるダブルチェッ 月曜日は薬局の体制が薄い（日曜日休日出勤した薬剤師が休暇をとるので）。また、16時から17 調剤後の再確認と、他薬剤師によるダブルチェックを続行。
ク（監査）で発見、未然に防がれた。
時は業務が多発し、多忙となり思い込みで作業してしまうことが多い。
フルマリンとデカドロンを点滴しないとイケないところデカドロンを入れ忘れた。 深夜勤務者から 点滴ラベルのWチェック欄にチェックがあったため再度の確認を怠った チェックした後にアンプル wチェックの方法の再検討と徹底
点滴内に入れているはずのデカドロンが冷蔵庫に残っているとの指摘で気づく。 患者には、特に を再度冷蔵庫に保管した方法に問題があった。
問題なし。
プレールームで母親と遊んでいて、マットにつまずき転倒。
マットは柔らかいので大丈夫という先入観が、親にもスタッフにもあったため。
安全対策が整っている環境でも、事故が起こりうるという考えのもとで、親もスタッフも児に接して
いく。
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具体的内容
背景・要因
改善策
プレールームで遊んでいる時、椅子へ坐ろうと走りよりつまずき、机の角に前額部をぶつけた。母 危険な行動の場合は、近くで観察と援助できる体制で看る。
危険物の除去と環境整備。
親がナースステーションに連れてきた。
プレーンの３ＤＣＴ施行予定であったが、造影剤使用と思い込み血管確保して医師に連絡したとこ 電子カルテ入力は正確にされており、脳外科での３ＤＣＴは造影剤使用と思い込んでいたための 放射線技師・放射線科看護師の連携不足・経験不足によるため病棟・放射線科それぞれで情報
ろ、プレーン３ＤＣＴであることが発覚した。
確認不足。放射線技師と放射線科看護師の連携不足。
を共有してもらった。
プレセデックス使用していたが、不眠あり1時頃セレネース使用したが全く眠らず、もぞもぞと動い 危険行動予測し、両手抑制していたが、体動多く身体が手の届くところまで下がっていたことや、ド 発見後すぐに主治医に報告し、ガーゼ保護及びガーゼカウントし、観察することとなった。 また、
ていた。危険行為も考え３０分毎くらいに行動観察していたが、他の作業をしふと患者をみると抑 レーンの固定もテープだけであったこと等が考えられる。 また、長期間の挿管等ストレスもあり不 ドレーンに手の届くところまで身体が下がっていたこともあり、訪床ごとに寝衣を整えたりするべき
制してある手にルートを持っており訪床するとデーパードレーンを手にもっており自己抜去してい 穏状態であったと思われる。
だった。
た。両手しっかり抑制していたが身体がドレーンの届く位置まで下がっており、テープでドレーン固
定してあったにもかかわらずテープごとはがされ、挿入部から抜去されていた。
プレドニゾロン（１ｍｇ）４錠分１のオーダーが出た。調剤時に誤って５ｍｇ錠をとり、プレドニゾロン ・用量の違う同薬剤を採用している。 ・薬剤部では、効用別、薬剤名別に保管されており、プレド ・同薬剤で、用量が違うものにはマーキングをして保管する。 ・特に用量の注意が必要な薬剤を
（５ｍｇ）４錠分１で調剤し、監査にかけたが気がつかずに病棟に払いだされた。病棟でも錠剤の用 ニゾロン１ｍｇ錠と５ｍｇ錠は隣に並んで置いてある。 ・監査の時点で、用量まで確実に確認され 抽出し、薬剤部、病棟においても重要薬として細かく確認するようにする。また、マーキングして注
量が違うことに気がつかず、４日間投与されてしまった。患者は若干の多幸感が副作用として現れ ていなかった。 ・病棟で受領後も、４錠分１の指示は処方箋に従って確認していたが、錠剤自体 意を促す。 ・患者に投与する際は、再度錠剤の薬剤名だけではなく、用量も確認する。
ていたが、発見後用量の減量を順次行い、状態の変化は見られなかった。
の用量まで確認していなかった。（ヒートシールであったが、気がつかなかった。） ・監査済みの薬
であるため、正しいものが払い出されていると、思い込んだ。 ・錠剤は白色で、表面に「５」と刻ま
れているが、パッと見ただけでは判別しにくい。
プレドニゾロン（５ｍｇ）１．５錠を内服している患者が入院した時から１錠と処方変更となったが、退 確認不足。
退院後の処方の入力は確認を徹底する。
院後の処方時に入院前の１．５錠で入力してしまい１．５錠で処方された。
プレドニゾロン（５ｍｇ）２．５錠の指示に対し、前回の指示（３錠）で処方してしまった。
確認不足。
入力後のチェックの徹底。
プレドニゾロン５ｍｇ１Ｔを夕食後に内服与薬する予定が、実施されなかった。
緊急入院があり多忙であった。与薬車の引き出しを一度全部あけて、投与する人のみ引き出しを 本人にも内服薬があることを気をつけてもらい、配布されなかったら看護師に言ってもらう働きか
出したままにして配布しているが、チェックし忘れていた。（与薬忘れした人の分のみ）引き出しを けをする。水薬と同様に本人の名前のある入れ物を用いる。配布した後に再度与薬車を確認し、
出したままにしなかったため忘れた。（もしくは出した後に、元に戻してしまった。）本人もいつも配 特に日付の入っている重要な薬の配り忘れがないかをチェックする。
られる薬がきていないと言ってこなかった。
プレドニゾロンが本人管理であったが、渡されずに内服開始が遅くなった。
休日のため、薬剤師が院内におらず、医師から直接看護師に連絡もなく、オーダーだけが出され 休日など薬剤師がいない時のオーダーは直接看護師にも連絡する。
ていた。 看護師は確認すべき点を見逃した。
プレドニゾロン酸の分包に異物が混入し、外観が異なっていることを患者の母親から受けた。すぐ 散薬分包時に、分包機の漏斗部分についていた異物が混入してしまったと思われる。
分包機はマニュアルに沿って毎回掃除しているが、目の届かない箇所にも散薬が付着している可
に患者宅に出向き確認したところ、異物らしきものが混入していた。
能性があるので、徹底して掃除する。
プレドニゾロン錠1.5T １× 隔日 偶数日1T、奇数日0.5Tを1.5Tで1日おきに服用と勘違いした。 処方箋の指示の確認が不十分
処方箋の隔日投与される医薬品は限られているのでその医薬品が処方された場合、注意力を高
めて調剤するようにする。
プレドニン１．５錠、朝服用の患者に０．５錠しか与薬しなかった。
・治療内容の理解不足 ・処方箋の確認不足 ・ダブルチェックの実施マニュアル不遵守
・薬物療法について理解を深め、看護師の役割について再確認 ・与薬時の確認方法の遵守
プレドニン５ｍｇ ３Ｔ ２ＸＭＡ ４日分が処方されており、１回１．５Ｔなので錠剤分包機で分包しな 処方箋の投与方法の確認が不十分であった。 又調剤者のみでなく、監査者もみのがしており、 投与方法も十分に確認して調剤、監査を行う。
ければならないところを、そのままヒートで１２Ｔ払い出してしまった。 病棟看護師が気がつき調剤 やはり確認が不十分であったと思われる。
し直した。
プレドニン８錠２Ｐ（朝・昼）を内服中の患者。１０月２５日昼、配薬するのを忘れた。翌日午前中に 配薬前及び配薬時、薬袋の名前、用法の確認を再度、忘れず行うこと。
配薬時の確認の徹底を図ること。
発覚。主治医に報告した。患者異常なし。
プレドニンが処方されたが、今まで内服していた薬と同じに上がってきた（一包化はされていなかっ 継続の薬と、新規の薬が同じ処方箋で上がってきていた。服用開始日は朝からと指示があった
継続の薬と、新規の薬は別入力にしてもらう。継続の指示の服用開始日は前回の残薬に合わせ
た）。服用開始日は朝からと指示があったが、処方箋に書かれている日時はよく合っていないこと が、処方箋に書かれている日時はよく合っていないことが多く、絶対の指示とは思わなかった。プ て内服日を決定する（Drの内服開始日が朝からでも、同じ残薬が朝まであればその薬は昼からの
が多く、絶対の指示とは思わなかった。他のスタッフと相談し、開始日を継続の日時と合わせて、 レドニンの服用開始日を他のスタッフと相談し日付を昼からにしたが、プレドニンに対する認識が 内服とする）。新規で出た薬はDrの記載どおりの内服開始日とする。疑問があれば必ずDrに確認
昼から服用開始にしたが、朝から飲むべき薬であった。Drにより発覚した。
甘かった。
する。
プレドニンの内服再開の指示をカルテ上で受けたが、急変の患者の処置に気を取られ、内服再開 指示受けした時点で、自分の中でもう伝えたものと思い込んでしまい、本人に伝えなければならな 内服薬の自己管理としていた患者におきたアクシデントであるが、薬の管理を考えなければならな
することを患者に伝え忘れた。看護師間では申し送っていた。内服再開を伝え忘れたことを２日間 かったことに気付いていなかった。
い。手術の為に内服を中止する場合には、自己管理患者であっても、術前に必ず一旦ナースサイ
気付かず、上司に指摘されてはじめて気づいた。内服は翌日の準夜勤務看護師が気づき、医師
ドで預り、内服再開になった時点で自己管理に切り替える。術後の与薬について、術後２週以降
に確認の後服用させた。
は自己管理可能な患者に対しては、内服薬を管理してもらい、それ以外の患者は配薬することと
した。プレドニン等については、配薬という手順が守られていないため手順の徹底を行なっていく。
プレドニン隔日投与の指示。薬をセットした看護師が連日投与で準備し、与薬する看護師も連日 隔日投与時の指示受けルールの逸脱。指示受け時は必ず処方箋に隔日投与月日を記載する
投与で与薬した。診療録には医師が隔日投与と記載していたが、指示受けした看護師は処方箋 ルールとなっていた。
に隔日投与と記載していなかった。そのためセットする看護師、与薬する看護師が連日投与した。
プレドニン錠を内服で、自己管理中の患者。１１月４日まであるはずのプレドニン、ガスターが一日
早く切れたことが本人より報告あり。本人曰く、絶対に重複して飲んでいないとのことで、いつ内服
したのかは不明。主治医に報告し、１１月４日の朝の薬をオーダーしてもらい、内服となった。
プレドパ（６００mg）２００ｍｌをプレドパ２００mgと間違えた
プレドパで血圧コントロール中であり、当日もプレドパが５ml/Hで投与されていた。勤務中に血圧コ
ントロールの指示が変更になり、プレドパの投与量もMAX４ml/Hとの指示がでた。しかし、血圧が
指示範囲内でコントロールできていたためプレドパを下げる必要はないと勝手に思い込んでいた
部分もあり、MAX４ml/ｈという指示を見落としていた。そのため、プレドパの流量を５ml/ｈ→４ml／
ｈに下げなかった。次の勤務者が点滴更新時に、アクシデントに気づき、プレドパの流量を４ml/ｈ
に変更した。その後、患者に著変はなかった。
プレドバ交換のアラームが鳴り、家人からコールがある。Nsステーションにあるプレドバを持ち、Pt
の病室へ行く。プレドバを開けた際、他患者のものと気付き、中身は同じ内容であることを説明し、
プレドバをつなげラベルを患者のものに張り替える。数分後、家人からコールあり。訪室すると、プ
レドバ、IVHルート内にAirが入っており、家人がクランプしていた。
フロアー内歩行中、バランスを崩し転倒する。
プロクトセディル軟膏１４個のところを１個しか処方しなかった
フロセミドmg/gを処方しようとして、1mgと処方してしまった。
ブロチゾラム0.5錠・１０回分という処方だったが、ブロチゾラム1錠・１０回分で病棟に渡してしまっ
た。
プロテインマックスをつけるところにアミノプラスをつけた
フロモックス３錠分三食後の分が服用させてないことに気付く
フロモックス小児用細粒の用量を１３５ｍｇにすべきところを４５ｍｇとオーダーした。 １回３ｍｇ／ｋ
ｇを１日３ｍｇ／ｋｇと勘違いした。
ベイスン０．３ｍｇの指示を処方箋入力時０．２ｍｇと誤って入力してしまい、処方チェック時も発見
されず、処方された。
ベイスンを内服中の患者であったが、昼分のベイスンの内服をしていないことに準夜帯で発見。Ｄ
ｒ報告しするも処置等指示無し。
ベイスン錠0.3mgを0.2mgで調剤

医師は隔日投与指示を処方箋に記載する（オーダリング） プレドニン等の指示は診療録を確認
する

退院も近く、患者本人による自己管理の希望があった。看護師による確認、チェックがなかった。 入院前よりプレドニンは内服しており、薬の作用・副作用についても理解している患者で年齢的に
も自己管理出来るため、看護師管理下で配薬時のチェック表を使用していなかった。チェック用の
表を作成し活用することとした。
見間違い
規格のチェック
血圧が指示範囲内でコントロールできていたため、プレドパの流量を変更する必要ないと勝手に 指示をひろった時点で、リーダーと流量をダブルチェックする。
思い込んでいたため、事故が発生したと思われる。

プレドバ交換時，ラベルの確認を怠った。又、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用時の手技ミスがあったとかんがえら 注射伝票の確認を行う。ベットネーム･リストバンドの確認を行う。輸液ﾎﾟﾝﾌﾟと使用方法について
れる。又、ルートにAirが入ったとき、ルート交換を行うという考えがなかったことは、知識が不足し 手順書等で自己学習する。また、予定されている勉強会にて再度学習する。自分が確実に行えな
ており、臨機応変な対応ができなかった。
い看護技術・処置を一人で行うのではなく、必ず他スタッフに確認し、行う。
利用者が歩き出していることに職員は気がつかなかった。利用者の状態把握ができていなかっ
た。
処方医の確認不足とオーダーシステムの問題
研修医への指導
確認不足

職員間の申し送りの中の要見守り者を確実に伝える。利用者に頻回な声掛けを行う。
オーダー端末の性能を上げる
指導医の確認。warningnがでたら確認する。
処方箋に従って鑑査を行う

確認不足
処方箋の確認不足
添付文書情報の表現の問題

冷蔵庫から取り出すときと配膳の時に充分に確認する
カルテと処方箋を照らし合せて配薬行くようにする
用法・用量の記載方法を統一する

入力ミス。確認不足。

チェック体制の強化。

当病棟ではカーデックスを使用しているが、入院時カーデックスを作成した者が、毎回配薬の記載 各勤務帯（日勤帯など考慮）でカーデックスの見直し・整理をする。 各患者の内服薬の把握をす
をしていなかった。
る。
0.2mg棚の0.3mgありの表示を0.3mgと思って調剤
ヒートシールの色を覚えておく0.2mg ピンク、 0.3mg 緑
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具体的内容
背景・要因
改善策
ベイスン内服中の患者。17時に食前薬の有無の確認を行い、17：45頃より包交介助についた。終 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・他の処置で時間処置ができない場合は、他のスタッフへ申しおくる。・包交時間の変更検討。
了後18：20頃ワークシートの見直しを行った際、夕食前のベイスンを与薬していないことに気がつ 点。
いた。患者は既に食事が済んでおり、医師へ直ちに報告した。そのまま様子観察した。
ペインコントロールの患者でモルヒネ量の減量で点滴する。
患者の訴えが強く速く実施する事にはしり確認量を確認しなかった。
慌てず確認実施をやっていく。
ベースの体重を元に増加量にともない、ラシックス投与の指示がある患者様。夕食前の体重測定 ケアフローシートには○月29日に変更になった指示が記入してあったが、カルテの指示を見て、○ ケアフローシートには指示が変更になれば変更内容を記入し、カルテの指示を見る際も隅々まで
にてベースの体重より1．8Kg増加していた。ラシックスの投与があることを本人に伝えると夕食後 月22日のものが最新のものと思い込み、ラシックス２A用意し、先輩看護師に報告、ダブルチェック 見て、指示の見落としがないようにする。
にしてほしいと言われる。夕食後、カルテの医師指示簿を見て、9月22日の指示が最新のものであ してもらい、投与した。○月29日の指示を見落としていた。
ると思い、１KgUp時ラッシクス１A、1．5KgUp時ラシックス２Aの指示の元、ラシックス２Aを投与す
る。10月6日の深夜勤務にて前勤務者より、ラシックスの投与量を間違えていることを告げられ、
発見する。9月29日に1kgUp時ラシックス１A,２KｇUp時ラシックス２Aの指示が最新のものであっ
た。朝、主治医に報告し、大丈夫だと思われると言われる。
ペースメーカーに植え込み術を行い、術後の観察のためモニター装着していた。電極は業者から 観察不足。
患者の訴えには注意し、電極使用時は皮膚の状態の観察を密にする。
紹介されたサンプルを使用していたが、電極を貼っていた跡が赤くかぶれ水泡を形成していた。
ペースメーカー手帳を預かり内容を確認してからお返ししようと訪室。しかし不在だった為あと、再 患者が病室に不在であったことで渡し忘れが発生してしまった。他の看護師に依頼するか手帳の 大事なものは預からない。ペースメーカー手帳の内容をその場で確認してすぐ返す。
度渡そうと思い白衣のポケットへ入れて忘れてしまった。退院時、手帳が無い事に患者が気付き、 所在を明らかにしておくべきであった。
手渡しがされていないことが発覚。自宅に持ち帰った白衣のポケットにあることに気付いた。
ペースメーカー術後１日目。１日２回朝・夕の抗生剤を施行しなかった。深夜の看護師が気付き２ パス表に気付くのが遅かった。 カーデックス内にある指示のコピー見落とした。 早出が出す点 パスを持ち歩くき、午前午後チェックする。 テーブルの上には取り合えず工夫して注射薬を全部
時３０分に１回分のみ注射した。 発熱などなし。
滴が棚の中に入っていた。
出す。
ペースメーカー植え込み術にて、心室リード挿入時にリードが腱索にひっかかり抜けなくなった。立 心室リードが腱索にひっかかった。力ずくで引っ張って抜いた。
新しいリードに換え、挿入し直した。
会い業者が「力ずくで引っ張り抜くしか方法はない」と言い、医師はその指示で引っ張って抜いた。
抜けたリードには組織が絡みついており、それを外してみると、リード先のピンが一本切れてなく
なっていた。心内に残留した可能性がある。ピンは溶ける材質のため、壁についていればやがて
溶けてなくなるし、万が一、肺にとんだ場合でも問題になる大きさではないとのことである。
ペースメーカー埋め込み後の患者で、吸気せずの指示がでているにも関わらず、いつもの癖で吸 作業時の思い込みがあった。
検査施行時は伝票を確認する。
気させてしまうところだった。
ヘキザック浴終了後、病室方面に向かって行ったので、風呂場の片づけをしていた。しばらくして、 わかっていると思っていた。病室外に出ないように説明してあったが、理解されていなかった。付き その都度その都度、制限・注意事項の説明を行う。思い込みをせず、気になることはその場で患
医師より患者が売店にいると連絡あり。
添いの祖母には説明がなされていなかった。
者に告げる。
ベストロン耳科用のところにベストロン点眼剤を調剤してしまった。
剤型の違う同名の薬剤の採用。
採用薬品の変更。
ベゼルフューザーの接続部がはずれていた。先端を結び、清潔ガーゼで保護する。朝の回診時に ベゼルフューザーを病衣のポケットに入れていたが、接続がはずれた。 自力で動けるので、動い 巡視時は、各ルートを整理して確認する。 べぜルヒューザーの会社に原因究明を依頼する。
医師が抜去する。痛みの訴えがあり、ロピオンを１Ａ使用した。
ているうちにロックが緩んだのか。 巡視時に身体で隠れていたので接続部まで確認していなかっ
た。 いつも同じ部位ではずれる（以前より業者に申し入れしている）。
ﾍﾞｯﾄがあると思って坐るとなく、転倒した
夜間で暗かった
ﾍﾞｯﾄランプをつけ環境を整える
ベッドから、杖をとろうとして、転落される。打撲痛なし、外傷なし。
深夜帯より、不可解な言動が見られていた。注意が足りなかった。
ベッドを低いものに交換した。柵をベッド周囲につけた。転倒転落リスクが高いことを認識する。
ベッドから5歳児が転落したが外傷なし、意識正常
母がトイレに行っている間、みかんを取ろうとして転落。ベッド柵3本してあった。回復期にはいり、 １．小児を一人にしない。 ２．家族に注意を促す。 ３．どうしても長期一人の場合はカーペットに
活動的であった。
する。
ベットからさかさまに転落しそうになっているところを看護自主が発見。NSに報告する。職員２人で 病識がない為自力でベットから降りようとしてしまう。
ベット柵が両サイドについているのを確認する。
ベットの真中に臥床させる。
ベッドからすべり落ちた。 マットレスを変えるためヘルパーが声をかけ、シーツを取りに行ってい ２回目の転倒であった。 ポータブルトイレへの移動時のように、ナースコールしていただく必要が 患者への説明。 ヘルパーに対しても転倒する可能性があることをＮｓサイドから伝えることの検
る間にベッドから、ポータブルトイレの上に座って待っていようと思い、自分で起き端座位をとったと あった。
討。
きに滑ってしまいしりもちをついた。
ベッドからトイレまで移動する時に、ベッド周囲で転倒した様子があった。そのままﾄｲﾚに行き廊下 入院2日後の事例で、家族から排泄の状況や痴呆症状の情報を得ていたが、ケア計画に生かさ 患者情報を確認し計画に含める。高齢者については、特に夜間の行動に目をむけた観察を行う。
でうずくまっているところを他の患者に発見された。頭部に受傷し出血があった。患者は「ベッドか れていなかった。 パス入院患者であり、パスに挙げられている問題点等に追加した計画が必要 排泄行動の特徴を把握し早めの対応を検討した。
らまきこんでこけた」と訴えた。白内障手術の前夜。
であったが実施できていなかった。
ベットからトイレまで日中は見守りなく行っていたが、深夜、トイレに行こうとして起き、靴をはこうと 滑りやすい床と夜間見えにくい環境が問題であった。
夜間、トランス時に看護師が見守りの中で行う。ベットサイドに足元マット（すべり防止付き）を使用
したら、そのまま滑って尻餅をつく。
し、靴をベットの降り口に揃える。
ベッドからの転落。ベッドの上で立ち上がって更衣していた。
発生時、本人はベッドの周囲にカーテンを閉めきっていた。更衣中であるのでカーテンを引くこと 危険性のある患者の場合、プライバシーが守れる範囲で、観察の目が行き届くようにできる限り
は仕方ないと思うが・・
カーテンを閉め切ることのないようにするための検討。危険性のある患者には、１人で無理をしな
いようにと説明する。また、そのような患者の行動には日ごろから気をくばり、危険行動はしないよ
う指導
ベッドからの転落。訪室するとベッドサイドの床に座りこんでいた。
利き足が素足であったため転倒した。普段はできていたという思い込みがあった。
床に滑り留めのマットを敷くか検討。 特に夜間は、ナースコールするよう説明。
ベッドからの転落：人を呼ぶ声が聞こえ、訪室したところ、4本のベッド柵を設置されていた患者が、 業務手順の問題点：訪室を頻回に行っていた患者であるが、自分で柵を引き抜く事を想定してい 患者の状態によりベッド柵を相互に固定の上、抜けない工夫を加える。
自分で1本抜いて、その隙間から上半身から床に落ち、側臥位で寝ていた。
なかった。
ベッドからポータブルトイレに移動した後、ベッドに戻る際歩行補助器につかまったところ、補助器 歩行補助器の安全確認不足 ＡＤＬの低下 レンドルミンを内服していた 昼間は移動自立できて 夜間の移動時は看護師が介助する 夜間の移動時は照明を明るくする 転倒危険性について正
がすべったためふらついて転倒される
いたが夜間は介助すべきだった
しくアセスメントする
ベッドからポータブルトイレに移動しようとして転落した。
ベッドのストッパーが一つかけられてなかったため、ベッドが動いた。
ベッドのストッパーをかけている事を確認するというルールの徹底。 入院のベッド作成時にストッ
パーの確認する。
ベッドからポータブルトイレへ移動の際、頭部から転倒。訪室時、トイレ脇で前額部に発赤、左大 患者自身理解困難なため、ナースコール使用指導が不足だった。
ナースコール使用法指導。見守り強化。
腿部疼痛訴えているところを発見。
ベットから起き上がろうとした時に立ちくらみがありベットから転落した
時々立ちくらみ･眩暈がある人にベット柵をしていなかった．
ベット柵の設置起き上がる時にゆっくり起き上がるように説明する
ベットから降り、自力で歩いて来て、四つん這いになっているところを発見する。左前腕、内出血あ 眠そうにしていたのでベットに誘導したが、消灯まで患者がホールで過ごしていたらよかった。
ラウンド強化。車椅子に誘導し、コミュニケーションを図る。転倒、転落の予知、危険がある患者に
り。
対しての対応を注意し、申し送る。
ベットから降りようとした時に、ベット上のシーツで滑り、ベット柵に右あばら骨の辺りをうち、転落。 ・足腰に弱りがあったと考えられる。・発熱が３７．７度あったため普段よりもふらつきがあったと考 ・移動時にはナースコールを押してもらうよう説明する。・夜間はベットサイドに尿器を設置する。
えられる。・患者に関する普段の生活状況などが情報不足であった。・本日入院してきたため、
ベット周りの環境になれていなかった。
ベッドから降りようとして足を滑らせ、右側ベッドとタンスの間に挟まれるように転倒、右の側頭部を スイングアームの柵使用、離床時はナースコール使用を説明し続けている
日常は離床に問題はなかったが加齢とともに筋力の低下とシンベラミン使用、夜間、早朝は特に
打つ
気をつける
ベッドから降ろして欲しいと訴えあったため車椅子にて詰所につれてくるがしばらくして下に行きた 職員同士の申し送りミスと考えられる
本人イライラした様子であったが安易にテレビを見て頂いていた。車椅子にテーブルを付け転落
いと何度も言われる。午後散歩に行くことを約束し部屋に連れて帰りベッドへ促すが車椅子座位を
防止に努める。十分患者を理解していても予期できない行動をする場合もあるがやはり十分な見
希望されたため車椅子にてテレビを見ていただいていた。２０分後同室者家族よりＮｓコールあり。
守りがあれば防ぎ得るのでは無いかと考えます。
訪室すると床に座り込んでいた。腰痛あるためシップ施行。
ベットから車椅子に移乗させた直後、右前腕の擦過傷に気づく。３？３．５ｃｍ
起こす時にベット柵の一部に当たったものと考えられる。充分な配慮が欠けていた。
起こす時、その他移乗時の環境を充分に考える。予測性を持って介助する。１人で無理と思った
ら、２人で必ず介助する。
ベッドから車椅子に自己にて移動しようとしたとき、車椅子のストッパーを片方止め忘れてしまい、 自己にて車椅子移乗、操作をしている患者であったため、転倒の危険はないのではないかと思い 車椅子移乗の方法を再度確認し、危険が無いかどうか判断する必要がある。
移乗しようとしたときには車椅子が後ろに滑っていってしまった。そのため車椅子には座れず、転 込んでいた。患者がどのように移乗しているかを確認する必要があった。
倒したと、患者がナースコールで呼んでくれる。臀部は打ったが頭は打ってないと話される。バイタ
ルは問題なかった。
ベットから車椅子への移乗介助の際に本人にベット柵を握ってもらい、こちら側がズボンを握って 介助者の手が乾燥して、手に力が入らず、滑ってしまった点もあるが、利用者が少し慌てて いた もしもの事を考慮にいれた介助を行う。
立ち上がってもらう際に握っていた手が滑って右下腿部を表皮剥離する。
事も重なったと思う。
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具体的内容
ベッドから車椅子への移乗時、靴（寒さのためルームシューズ着用）がすべり、臀部より床に滑り
落ちた。外傷や打撲痛は認められなかった。
ベッドから転落
ベッドから転落しかけた患者が、同室者に介助されていた。
ベッドから転落して、右前額部打撲。（当日Ｏｐｅ予定の患者様）前日エチセダンを服用していた。
頭部ＣＴ施行した。異常なかった。
ベッドから転落し床に仰向けで倒れている所を他患が廊下を歩きながら発見。

背景・要因
リハビリシューズではなく、ルームシューズをはき、滑り止めはついてはいるものの、効果はなかっ
た。また、ズボンもナイロン製の滑りやすい材質であったため、転倒へつながったと考える。
患者状態観察不足
ポータブルトイレを使用使用とした時転落しかけた。
眠剤服用の影響下もあったが、注意観察不足もある。

改善策
移乗を行なう場面がある時は必ずズックを履くようにし、転倒の危険性がある患者には衣服の材
質にも配慮した指導を行なう。
低床ベッドにて様子をみる
ナースコールの使用を促す。頻回に訪室する。
眠剤を服用した患者様にはＰートイレを設置する。ベッド柵は外さないように指導する。

家人来客時にセンサーマットをベッドの下に入れてしまっていた。

家人の帰る際にかけてもらうよう声がけ、センサーマット・ベッド柵の確認をしっかりするよう周知。

ベッドから落ちたと患者本人から連絡あり訪室するとすでに起きあがっており、打撲等はなかっ
た。寝返りを打とうとしたが落ちてしまったとはなされる。
ベッドから落ちていると他患より報告あり。病室へ行ってみるとベッドサイドで左向きになって腹臥
位になって倒れている。理由を聞いてみると、洗濯物を衣装ケースにしまおうと履物を履こうとした
ら、尻もちを尽き立ち上がれず、横になっていたとの
ベッドから落ちて右手首を骨折
ベッドから落ちて頭が痛い。主治医に話す。

気分が躁状態で活動が活発であった。ベッドの周りが物で雑然としていた。

気分が躁状態で活動が活発な場合は頻回に訪室し状態を観察する。ベッド周囲を整理し危険要
因になるものを取り除く。
目の前が真っ暗になったり、ふらつきのある時はベッド柵にしっかりつかまりながら履物を履くよう
指導する。

履物を履こうとして、目の前が真っ暗になりふわっとして倒れたとの事
看護師の観察不足
睡眠剤内服中

観察を強化する
睡眠剤内服時は本人に話しベッド柵をつける。睡眠剤内服者はリスク者としてチェックに入れる。
ふらつき時のナースコールを。
ベッドから離れバランスを崩して転倒する。ベットより離れる時，Ｎｓを呼ぶ，ヘッドギアを装着する 自力でベットより離れバランスを崩した．
説明しても忘れる為繰り返して関わって行く． ベットより離れる時はヘッドギアを必ず着用の説
事の説明を繰り返し話している．しかし忘れてベットから離れた．
明も加える．根気よく関わる．
ベッドから離床しようとしてふらついて転倒した。
患者の理解不足、薬剤服用のため
頻回に訪問する。移動時はコールするよう説明する。
ベッドサイドから音がしたので訪室すると、末梢ラインを自己抜去されていた。
不穏傾向があったため、大部屋から個室管理に移して観察は、頻回に行っていたが、防げなかっ 不穏傾向の患者にラインを留置しなければならない必要性を、医師と検討する。
た。
ベッドサイドで、車イスから起立しようとしてしりもちをつく
朝食は車イスに乗り談話室で摂取していたが、その後自操にて帰室した様子抑制帯で固定してい 転倒する可能性が高いPTであったので抑制帯にて固定をしておくべきだった。
ない状態だった。
ベッドサイドで患者が倒れていた
歩行障害の患者
１．安静度の確認。２．歩行可能ならリハビリで確認（歩行）を。３．靴等場所の確認を。
ベッドサイドで患者が靴を履こうとしてずり落ちそうになっていた
トランスファーの前にスタッフコールをされるが靴を履くのも慣れていなかった
患者に説明、スタッフコールも靴（２、3日前に購入）になれるまで押してもらう
べッドサイドで自己採尿しようとし，端座位をとろうとしたところ，バランス崩し，ベッドより転落して 手術を控えており昨晩２１時にはじめて眠剤ハルシオンを内服されていた．普段から両下肢脱力 ハルシオンが効き過ぎることも有るため，夜間はナースコールでの説明を行うこと，転倒の可能性
いる所を発見す．右肩打撲した模様．
感あるためバランスはあまりよくなかった．
考え，奥部屋であっても頻回の巡回が必要であった．
ベッドサイドで車イスに座りテレビを見ていた患者が自分でベッドに戻ろうとして転倒バイタル測定 普段から車イスでテレビを見ることがよくあり自分で移動する事ができず事故が起きた事がなかっ 頻回に訪室を行うべきだった
を行い回診医に報告異常は見られなかった
たため危険予測ができなかった
ベッドサイドで車椅子からベッドに移るとき立位の時ふらついて頭部に角が当たり出血
リハビリ中、歩行訓練中
ベッドサイドの環境整備、ベッドサイドの環境整備後の患者様の移動。介助必要患者様の部屋の
スペース確保
ベッドサイドで車椅子に座っていた。ベッドに移動しようと思いナースコールを押そうとしたが、手元 自己移動できない患者に対する環境整備問題
患者の傍を離れる時は必ずナースコールの位置確認をする。
になかったので立ち上がってベッド上のナースコールを取ろうとした。その時床に尻餅をついて転
倒した。特に痛みなく様子観察となった。
ベットサイドで尻餅をついているところを発見する
歩行時のふらつきがありベットで寝たり起きたりの生活であった
訪室を頻回にする ナースコールを押してもらうよう説明する
ベッドサイドで尻餅を付いている所を同室患者が発見した。ベッド柵は４本とも上がっておりベッド 観察不足
用事がある時はナースコールしてもらうように説明した。
柵の隙間から降りようとして滑り落ちたとのことであった。
ベットサイドで転倒した様子。他患が発見してくれた。背もたれ椅子に誘導しトイレにて排尿後臥床 見回り時間周期の問題点
見回りの回数を増やし、観察の強化
促す。左側頭部から左後頭部を打撲した様子。観察するが変色などもなし。バイタルサイン異常な
し。
ベッドサイドで倒れている（側臥位）所を、他の看護師に発見される。外傷なし。打撲なし。意識明 観察不足
頻回に訪床し危険防止に努める。 夜間動かれる時はナースコールしてもらう。
瞭である。トイレに行こうとして倒れ込んだと答えられる。
ベッドサイドで立位で排尿後、ティッシュをとろうと体の向きを変えた際に、胸部ドレーンのチューブ ティッシュ等の物品の整理
ベッド周囲の物品の位置の整理
が点滴台にひっかかり、転倒したと、患者から報告があった。「転倒時、右前腕を打ったが打撲痛
のみ」とのことであった。当直医が診察し、経過観察の指示がでた。
ベッドサイドにしゃがみ込んでいる ベッドより足から滑った
ベッド柵１個であった
ベッド柵を２個にした
ベッドサイドに患者が車椅子に座っており、検温を声かけたところ、立ち上がって頭もとに置いて 患者が車椅子を止める位置が適切ではなかった。また、体温計を取るという気を配っていなかっ 患者の状況を把握し、危険と思われる際には援助する。また、車椅子使用の患者へは危険の予
あった体温計を取ろうとされた。体温計を取って、車椅子に腰掛けようとしたところ、患者が思って た。
測できるよう指導していく。
いたよりも車椅子が後ろにあり、ゆっくりとしりもちをついてしまう。看護師の介助にて車椅子に戻
るも、症状の変化なし。
ベットサイドに座り、ズボンをはこうとして滑り落ちる。ＫＴ３６．５ Ｐ＝６０ ＢＰ１６０／９０ 打撲痛 はいていたズボンが滑りやすい繊維の生地であった為滑って転落してしまったと考えられる。
ベット上端座位時腰をもう少し深く座っていれば防ぐ事が出来たかもしれない。麻痺がある患者様
の訴えなし。笑って返答あり。車椅子で、洗面に行かれるも 特に変わり無し。
にはなるべくナイロン系の滑りやすいズボンは使用しないように説明をしていく。 ベットに腰掛け
るときには充分座っている位置が良いのか確認してから着脱するように促していく。
ベッドサイドに端座位で座っていたところ転倒する
自分で歩行しようとして
付き添う人がいない時には歩行できる環境にしない
ベッドサイドに端座位で尿器に排尿し、その後便意があり自室のトイレへ行こうとした時力が入ら 長期療養になっておりＡＤＬが低下していた パキシル内服しておりふらつきがあった 看護師を呼 筋力が低下していることをよく説明し、看護師を呼ばれるように伝える
ず転倒される。 妻が付き添っていたが睡眠中であり、患者はナースコールを押さなかった
ばれなかったこと
ベッドサイドに転落
ベッド柵を全くしていなかった
眠前時にベッド柵があるか必ず確認する必要がある
ベッドサイドに転落
歩いて見様と思ったら歩けなかった
ベッド柵を増やす
ベッドサイドに立っていたら急に転倒した。患者は「滑った」と言われた。右肘を打ったと言われた 観察不足 パーキンソン病があったが転倒を予測した対応が出来ていなかった。
スリッパを使用していたので靴のみの使用にしてもらった。 転倒時の頭部保護のため保護帽を
が運動障害なく外傷もなかった。
使用する事にした。
ベッドサイドに立とうとして床頭台を支えた時 床頭台が動いてしまい尻餅を付く
床頭台のストッパー機能が十分でなかった
患者に体調の良い時でも過信せず十分に注意して動いて頂く様説明する
ベッドサイドのカーテンを閉めようとしてベッドから落ちた
片麻痺のリハビリ中
ベッドサイドの整理、看護師を呼ぶように話す。患者のADLの状態の把握（リハビリから病棟への
ADLの連絡表を作る）
ベッドサイドのポータブルトイレにて排尿後自力でベッドに戻ろうとしたところ滑って転倒した。ナー 環境調整の問題と患者への事故防止教育のあり方
ベッド周囲環境の確認。移動時はナースコールをするしてもらうよう声かけをしていく。
スコールで知らせてきた。 外傷等なし。
ベッドサイドのポータブルトイレに移動する際に、ベッド柵につかまっていたが、手がすべって転倒 転倒防止用のベッド柵ではなかった。 体力低下がある患者が独力で移動しようとした。
転倒防止機能のついたベッド柵の早期購入検討。 体力の戻らない状況下ではトイレ移動の際に
した。
もナース・コールで看護師等を呼ぶように再指導した。
ベッドサイドのポータブルトイレに自分で移動しようとして尻餅をついた。
観察不足
ポータブルトイレ等に移動する時はナースコールしてもらうように説明した。
ベッドサイドの床で仰向けで倒れていた。ベッド柵は足元の物が１つ外してあった。頭の向きは足 本人の訴えを尊重した上での自己であった。 常時観察ができない状況である。
床の上にマットを直接置く。
側に頭があり反対であった。夜間コールでおきたり寝たりを繰り返し、自分でベッドのリモコンを使
用していた。前回も興奮されベッドサイドに座りこんでおし、柵の使用は本人拒否されていた。バイ
タルサイン等異常なかった。当直医師へ連絡し、診察後外傷・レベル低下など見られなかった。
ベットサイドモニターに、大きなST変化、異常所見はなし。
指示が出た時点でリーダーが、受け持ち看護師に口頭で伝えていなかった。受け持ち看護師は、 リーダー⇒指示が出た時点で受け持ち看護師に伝え、伝票を渡す、もしくは目のつくところに置い
確認が不十分で指示箋を見落としてしまった。
ておく。看護師間の伝達、指示が出てから実施までの流れを声に出して伝える。受け持ち看護師
⇒リーダーに、検査等、声を出して確認する。
ベッドサイドモニターのアラームが鳴ったので訪床するとＳＰＯ２が低下し顔面チアノーゼを認め
観察不足
挿管チューブの固定をしっかりする。
た。ＦｉＯ２をあげるも吸引するも改善せず啼泣で声が出たので抜管されていることに気付き再挿管
した。
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具体的内容
ベットサイドリハビリテーションを終え、ベット回りを整えていた時、点滴棒に接触し点滴スタンドが
倒れ、患者さんの額部分にぶつかった。幸い、受傷部位に切創などなく、痛みも｢無い｣ということ
で経過観察となった。
ベットでオムツ交換をした際、シーツの上に白い錠剤が２T表面が溶けた状態で重なり落ちている
のを発見する。確認したところ、錠数と色の大きさから眠剤と考えられた。昨夜、夜勤者への服薬
落ちを報告するが気づかなかった。
ベットでの転落
ベッドで寝ている方の布団を無理にはがそうとしてトラブルなり、押し倒し頭部を壁でうつ（裂傷なく
出血もガーゼ圧迫で止血する。）
ベッドで入眠中に寝返りをしようとして柵のないほうへ動いた為転落する。ベッドは高く上がってお
り転落時は危険な状態で、片方に柵はされていなかった。もう片方は2点柵してあった。尾骨を
打っただけとのことで他症状なし。Dr報告し経過観察でよいと。転落直後に「誰かが紐を引っ張っ
た、誰だ・・・」など不可解言動あり。
ベッドで来た患者の胸部撮影でカセッテ撮影をしたが患者属性が送信されていなかった。よって別
人の名前が貼り付いた。訂正し提出
ベッドとポータブルトイレにつかまりながらポータブルトイレに移動しようとしたが下肢に力が入らず
座り込んでしまい尻餅をついた。患者に変わりはなかった。
ベッドと柵の間に下肢がはさまっているのを発見
ベッドと壁の間に患者転落
ベッドに座ったままスチームの上にある物を取ろうとして床に滑り落ちた。疼痛なし。他患者から
ナースコールがあった。打撲または骨折の可能性があった。
ベッドに上がる時足が滑り転倒
ベッドに端座位で夕食を摂り引き膳の後、ベッドから滑り落ち方関節脱臼された。医師の診察後、
徒手整復をされた。
ベッドに戻る際に転倒。
ベッドに戻ろうとして転倒
ベッドネームが他患のものだった。
ベッドの下に潜り込んだスリッパを取ろう下際 点滴スタンドに足を乗せた為前のめりに転倒
ベッドの下のスリッパを取ろうとして頭から滑り落ち、左前頭部軽く打撲したと本人より8時30分報
告があった。「痛みはほとんどなし」外傷なし。

背景・要因

改善策

冷静沈着な環境整備に気をつける

上記に同じ

与薬確認が不十分であった。

患者の状態、必要により口腔内の確認も行う。服薬落ちに対しての与薬チェックの徹底を申し送
る。

見守り不足
他患者からの報告であり、スタッフの観察が行き届いていない。

頻回に訪室
病室の配置を考える。

昨夜就寝前にレンドルミンを2錠内服していた。ベッドが一番高い状態で使用されていた。片方に
は全く柵がされていなかった。

ベッドを一番低く設定した。 柵をすることを提案するも拒否される。 本人にも就寝時に注意促
す。 訪室時にベッドの状態など確認し転落しそうな位置で就寝している場合は本人に伝え位置を
直すようにする。

送信されたかどうか確認されていなかった。

ケスパーにのせる前に送信ボタンを確認する。

観察不足

ふらつきが強い、下肢に力が入らないなどの症状があり転倒の危険性がある時はナースコールし
てもらい看護師が見守りのうえで行ってもらう。
食堂に行くことを気にしていたので、早めに食堂に誘導する。
壁側に隙間がないよう確認してストッパーをかける
・患者にもむりな姿勢をとらないように伝える。ベッドサイドの環境整備が必要。

患者観察不足
きちんと壁にベッドをつけていなかった。
・物理的な環境や設備上の問題点
設備と内服薬の問題
食事の際ベッドに端座位で長時間過ごされた事。 引き膳のとき看護師がベッド上へ介助しなかっ
たこと。 患者自身が、病識がなかったこと。
看護師の誘導なしでトイレに行ったため。
移動時に看護師を呼ばなかった
退院時片付けの最終確認をする事になっていたが徹底されていなかった。ベッドネームを貼る位
置がハッキリとは決まっていなかった。
点滴スタンドに足を乗せた為
自分で動けているのでベッド柵は3つ施行していた。夜間はポータブルトイレ使用しているが昼間
はトイレやタバコを吸いに喫煙所にも行っていた。

観察強化とベッド昇降時の介助
・引き膳の際、患者の安全を考慮してベッド上まで介助する ・食事は長時間を要すので、ベッド端
座位ではなく車椅子など安定した状態で食べられるよう工夫する
移動の際必ず看護師を呼んでもらう。
精神状態の悪い患者には（ナースコールをおさない）早めに声かけをして患者の欲求を把握する
情報伝達。退院の片付けを受け持ち看護婦が責任を持って行う事の徹底。

ナースコールで呼ぶ様説明する
家人から以前よりベッドの下のスリッパを取るときよく上記のような行為があり注意をしていたと話
す。訪室時はスリッパを揃えてすぐ履ける状態にしておく必要がある。ポータブルトイレ使用時は
スリッパを履かずマット使用をすすめる。
ベッドの柵を４本していたが、患者さんが足元の柵を自分で外しており、ベッドの下で左側臥位で ベッド柵を自己ではずし、ベッドの下に倒れていることがあった患者であったため、頻回の訪床が 患者の行動、性格を理解し、頻回の訪床とベッド柵の固定、ベッド周辺の危険物除去、環境整備
倒れているところを発見。左前額部2cm×1cm裂傷、当直医に処置してもらい、様子観察する。
必要であった。
をする。
ベッドの柵を外し、転落
・訴えをよく聞く
起き上がられている時には、声掛けをし訴えを聞く
ベッドの照明が白熱灯だった。クッションを近づけたままにしたため小火を起こした。職員が気づい 照明が熱を持つことを十分理解していなかった。
白熱灯を蛍光灯型電球に変更することを検討している。
てすぐに対応して無事だった。
ベットの足元でしゃがみこんでいる患者を発見。患者本人によると、トイレにて蓄尿する際、取りこ 化学療法中(持続点滴中)により、行動の不自由があったのにくわえ、蓄尿を行うというなれない動 点滴中であり、着替える際は看護師に声を掛けてもらう。
ぼしがあり、滑って転んだと報告あり。その後、汚れた寝衣を着替えようとして、ベットの足元にしゃ 作があった。病名：急性骨髄性白血病で家庭では布団転倒転落防止お願い用紙の配布なし入院
がみこんでしまった様子。バイタル問題なく、打撲など、肉眼的所見無し。患者は化学療法中で
時の点数：危険度？外的要因チェックリストの活用なし転倒時のリスク評価点：？睡眠剤の服用
あった。
無し
ベッドの端に座っていたが、そのまま滑るように転落。臀部を打撲した（骨折なし）。
ベッドが固定されていなかった。 ベッド柵に転倒防止機能がなかった。
ベッドがいつも固定されているかどうか確認する。 ベッド柵を転倒防止機能付のものに交換する
よう検討。
ベッドの頭部フレームの縦３７ｃｍ、横１７ｃｍの隙間に頭部を挟み、うつぶせになって、身動きがと ・患者の頭囲がフレームの隙間より小さく、すっぽりとはまってしまった。 ・不穏行動もあり、その ・業者をとおして、メーカーに連絡してもらい、フレームの隙間を狭くしてもらうよう依頼。 ・頭部に
れず助けを呼んでいるところを他室の患者からの知らせで発見する。何故、挟まったのかは 原 隙間から降りようとしたとも考えられる。 ・転落した既往があり、センサーを設置（マッタ君）し、４ 柔らかいマットを取り付け、隙間を塞いだ。
因が不明。（患者がせん妄状態でもあり、状況が確認できない）
本柵にて対応していた。ベッド柵のでの身体の挟まりには気をつけていたが、ベッド頭部のフレー
ムの隙間に入るとは、思いもしなかった。
ベットの脇に尻もちをついているところをDrが発見する。外傷なし。 入浴の準備をするためベット 観察不足
患者が端座位でいるときは側を離れない、また長い時間座位でいるときは不安定な端座位ではな
に端座位になったところ、患者とDrが話を始めたため、看護者は退室した。患者より「その後、一
く車椅子に乗るなど安定した体勢をとるようにする。
人になり端座位にて体勢が崩れてそのまま床に尻をついてしまった。」とのこと。
ベッドよりずり落ちる
見守り不足
降りる際はナースコールしてもらうよう説明
ベッドよりポータブルトイレに移動しようとしたところ、点滴のスタンドに足がひっかかり転倒したと 下痢，嘔気，嘔吐が続いており、さらに胸背部痛とで不眠と体力の消耗しておりふらつき転倒した ベッドよりポータブルトイレに移動しようとしたところ、点滴のスタンドに足がひっかかり転倒したと
本人より報告あり。左側臥位なっているところを発見。左上腕，左前額部を打撲。疼痛，発赤、腫 のではないと思われる。
本人より報告あり。左側臥位なっているところを発見。左上腕，左前額部を打撲。疼痛，発赤、腫
脹なし。当直医に診察してもらい外傷ないため様子観察となる。
脹なし。当直医に診察してもらい外傷ないため様子観察となる。
ベッドより移動しようと思い辷り床にあお向けで転倒したもの
眠剤の服用，痴呆症状の出現．
頻回の観察． 病室を看護師詰め所の近くにし目が届くようにする．
ベッドより降りようとする為車椅子で詰所で過ごしてもらっていた うとうとされており看護師が目を 常に注意していたが目を放した隙であった
常に注意して見て置くようにする バストバンドで車椅子を固定し様子見る
放した間にずり落ち足を置く所にずれ落ちた
ベットより車イスに移ろうとして車イスのブレーキが弱く車イスが動いて床に尻もちをゆっくりちいた 旧式の車椅子であったと考えられる。
脳梗塞や廃用症候群の後遺症で四肢の筋力低下がある。普段は御自分でトランスファーされてい
右肘打撲も発赤（－）痛みの訴えなしＢＰ１４６／９２、ＫＴ３６．２℃。Ｐ７８ Ｄｒ診察される。特に指
るがブレーキの確認など安全な移動を再度指導する。
示なし。
ベッドより車椅子に移動の際 監視中であったが、バランスを崩し助けようとしたが倒れていくのを 介助の方法についての教育の問題あり
麻痺側のやや前方に立って監視する。 立位時に足の位置を再度本人自身にも確認する。
支えきれず転倒し尻餅をついた。特に打撲痛なし。（4点杖で歩行は可能な患者）
ベッドより転落
患者様子観察不足
頻回に訪室して観察
ベッドより転落
患者状態観察不足
いつもと違う行動があるときは早めに畳みの部屋ですごしてもらう
ベッドより転落
見守り不足・観察不足
ベッドから降りる際はＮＣするよう説明
ベットより転落。棚に足がからまった状態で発見される。外傷なし。痛みの訴えなし。
認知障害があり、胆管炎のため、２４時間点滴治療を受けていた。このため、抑制されていた。
頭部ＣＴ施行。抑制帯の改善。（現在の抑制帯は古く、抜けてしまう）定期的な訪床。
ベッドより転落。本人理解力なし。ベッド柵の間よりすりぬけて転落した様子。
環境
ベッド柵の変更。
ベットより落ちた布団を取ろうとして滑落する。
環境の問題点
ベット柵をつけ布団が落ちないようにする。
ベッドを離れる際はナースコールするよう説明していたのにも関わらす、自力で洗面所まで行こう 本人の、自分で出来るという思いが強かったこと。また、ベッドサイドに転倒の要因となる器具が 現状況では看護師の介助を要する事を伝え、ベッドを離れる際はナースコールを使用し監視下で
としオーバーベッドテーブルにつかまったところ、テーブルが動いた為にそのまま前方に転倒。
多数あったことが考えられる。
行なうよう説明した。 今後、頻回訪室し患者が看護師に依頼しやすい環境づくりに努めていく。ま
た、ベッド周囲には転倒要因となるような物は置かないよう環境整備していく。
ベッド横で尻餅を付いているところを発見
ポータブルトイレに移動しようとする際に
ベッドから移動する際はナースコールを押すよう再度指導する
ベット横で尿器にて排尿その後ふらつき倒れこんだ。臀部打撲のみ。
患者状態把握
ベットを低いベットに変更する。排尿時は見守るか介助を行う。ベットの下に下りず座って尿をする
よう説明する。
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具体的内容
ベット下に横になっているところを発見。トイレに行こうと端座位になり、靴を履こうと前かがみに
なったところ前方に転倒したとのこと。またその際左頬を打撲したとの訴えがあり。血圧２０８ー１０
２ｍｍＨｇ、脈６４回。打撲痛、血圧上昇に伴う症状はないも、当直医へ報告。診察後にクーリン
グ、安静臥床を促す。八時、血圧１５０－９４ｍｍＨｇ。症状の出現はなし。再び当直医に状態報告
をおこない、症状の出現と、バイタルサインの継続観察の指示あり、日勤滞へ申送る。
ベット下に横になっているところを発見する。本人はトイレに行こうと端座位になり、靴を履こうと前
かがみになったところ、そのまま前方に転倒したとのこと。またその際に左頬を打撲したとの訴え
あり。血圧２０８の１０２、脈６４回。打撲痛、血圧上昇に伴う症状はなし。当直医に報告、診察後、
局所のクーリングと安静臥床促す。八時、血圧１５０の９４と下降し、自覚症状の出現はないが、左
頬に点状出血が出現する。再び当直医へ状態報告を行い、症状出現とバイタルサインの継続的
な観察の支持あり、日勤帯へ申し送る。
ベッド下のマットレスの上にいる所を発見。

背景・要因
改善策
転倒を繰り返している方であり、高齢と痴呆もあるために、下肢筋力の低下などの自己の可動域 夜間に廊下にベットを出して観察できるように配慮していたが、転倒時は死角となっており、より充
についての理解が乏しい。また尿意があり、やや焦り気味であったことも原因の一つであると考え 分に観察が可能な場所へ移動する。また排尿パターンの把握と定期的な排尿誘導を行っていく。
る。スタッフ側の問題としては、転倒を繰り返している方であり、より充分な観察と、状態の把握に
努める必要があると考える。
転倒を繰り返している方であり、高齢、痴呆もあり、下肢筋力低下など自己のかどういきについて 夜間はベットを居室から廊下に出し観察を行っていたが、転倒時は死角となっていた為、今後はよ
の理解が乏しい。また転倒時は尿意があり、精神的に焦り気味であったことも原因の一つと言え り十分に観察が可能な場所にベットを移す。また排尿パターンの把握と、適切な排尿誘導を行って
る。 スタッフ側の問題としては、転倒を繰り返している方であり、より十分な観察と状態把握が必 いく。
要であったと考える。
普段と同じ行動であったが、片手のみ抑制中であった。

予測できたので詰所横の個室に移したり、布団を巻き保護したり、ベッド下にマットレスを敷くなど
対応していた。 大きな不穏があるわけではないので、抑制するのもどうか・・・。
ベッド下へ転倒
患者状態観察不足
ベッドを低くする。
ベッド臥床状態から自力で起きようとし、いつものようにマットレスの端に手をかけ身を起こそうとし 右不全麻痺のある患者で、普段はＮＳが車椅子でトイレ介助を行なっていた。日常は自力で身の 患者にベッド柵取り付けることの説明をし実施した。 ベッドから離れる用事があるときは、トイレ以
たところベッドから落ち、後頭部の1部を打撲した。同室者が気付きＮＳコールを押した。担当者が 回りのことが出来ており、ベッド柵もつけてはいなかった。トイレ介助以外は本人任せの状態でい 外でもＮＳコールを押してもらうよう話をした。 ベッド柵、ベッドストッパーの確認を訪室毎チエック
駆けつけたときには同室者に助け起こされており、後頭部を打撲したことを本人がＮＳに告げるこ たことが、今回のベッド転落という予測できた事故を生じさせた要因だと考える。
してゆく事を確実にしてゆく。
とが出来た。後頭部は発赤と軽度膨隆が認められ本人の意識ははっきりされていた。当直医師に
報告し、診察後念のためにＣＴ検査を指示された。
ベット臥床中の患者を全介助で座らせ、車椅子へ全介助で移乗させた時、右下肢下腿を表皮剥 患者の下肢が動かず、立位や歩行が出来ない。 車椅子の足台の位置と、患者の下肢の位置の 全介助で移乗させる時は、出来るだけ２名で行うようにする。 １名で介助する時は、下肢と車椅
離させてしまった。
確認が出来ていなかった。
子足台の位置をしっかり確認する。 患者をしっかり立たせてから、車椅子をお尻の下に入れても
らうようにする。
ベッド際で体重測定し、体重計から降りたところに水がこぼれており、滑って右殿部打撲する。
本人もナースも床に水がこぼれているのにきがつかなかった。洗面器の水をベッド際で触ってい ベッド際で、水気のものを触らないようにする。常にベッド周囲の環境に配慮し、危険がないように
たようである。そのため、床がぬれやすくなっていた。転倒前に、洗面器の水が床にこぼれ一度拭 注意を払う。歩行器を使用していることと、足元が不安定なことより常に転倒の危険性があること
いていたが、拭いた後の確認をしなかった。水をこぼした事実をナースは知らなかった。
を本人にも理解してもらい注意を促す。
ベット柵から頭が出ていた
観察、見守り不足
食事が配膳されるまでベットをUPしない
ベッド柵が外れないよう紐で縛っておいたが、上半身をベッド柵に乗り上げ紐を解こうとしている所 転棟転落に関する問題
不隠時付き添う。家人の同意を得、体幹抑制する。
を発見する。
ベッド柵が床に落ちたような音がしたので，訪室したら患者がベッド柵をはずし，床に座りこんでい 昨日まで，ステロイドパルスを施行していた． （前回のパルス後も，不穏になっていた．） ベッド ベッド柵の固定 家人が病室を離れる時は，看護師に声をかけてもらう様，説明する． 予測され
た．外傷なし．麻痺なし．患者は，午前中から家人の面会がたくさんあった．午後より不穏が激しく 柵の4本中1本だけが固定されていなかった．
る不穏は，早めに指示をもらい処置を行っていく．
なり，家人が付き添っていたが，体動が激しかった．処置をしようとしても，拒否する為できず．家
人が「ついているので」と言われたので退室した．その数分後だった．訪室した時は，家人はいな
かった
ベット柵が床に落ちる音がしたため、訪室すると、患者が床に座っていた。外傷はなかった。
痴呆患者への、対応と夜間巡視体制。
夜間巡視を一時間間隔とした。
ベッド柵が床に落ちる音がして病室へ行くと、ベッド右側に２本の柵のうち下方１本を床に落とし、 ナースコールするように指導すべきだった。
自由に動けない患者にはナースコールをするように指導する。又は、患者が自分で出来て使用し
患者本人は床頭台を背に寄りかかるように床に座っていた。
たいものは手の届くところに置く。
ベット柵が床に落ちる音がして訪室すると、ベット柵をもち、床に倒れていた。問うと、｢同室者の物 患者誘因
ベット柵の固定。頻繁に観察する
音で目覚め、トイレに行こうとした｣と言う。ＡＭ4時30分にトイレに誘導して排尿していた。
ベッド柵が中段の位置になっていたが、ベッド柵のフックが確実にかかっておらず、患児がベッド柵 確認不足 患者・患者家族への指導不足
ベッド柵のフックは、必ず確認するよう指導する。
に腕をかけた時にベッド柵が下がり、手をつくような体勢で転落した。 日直医に報告、診察。バイ
タルサインに異常は認めず。手首の疼痛あり、腫脹なし。手関節運動可、離握手可疼痛なし、経
過観察となる。
ベッド柵が半分しか上がっていない状態だった。父は姉が部屋から出ようとしたので、制止するた ベッド柵が半分しか上がっていなかった。父が少しの間目を離した。柵に対する指導不足。
入院時のオリエンテーション・訪室時・朝の放送など、指導を促していく。気が付いたら、柵を上げ
め目を離した時、柵につかまっていた患者が、転落したとのこと。右前額部に発赤あり。当直医に
る。
診察してもらい、様子観察となる。
ベッド柵が半分上がっている状態だった。少し目を離した時、ベッドから転落したと報告あり。両親 柵が一番上まで上がっていなかった。両親が転落に関してあまり重要視していない。説明・観察不 訪室の度に柵が上がっていなければ上げるように説明する。
から報告受けたのは発生から１時間経過していた。主治医に報告し、診察して頂く。
足。
ベッド柵につかまって床に殿部をつけているところを発見する。自分でベッドを降りようとして滑った 車椅子のストッパーが外れていた。遠慮してナースコールを鳴らさない。
患者が遠慮することの無いよう、日頃から声かけをする。車椅子のストッパーをかけるよう常に指
とのこと。打撲もなく、介助で車椅子に座ってもらった。
導する。注意を促す意味で、ストッパーをかけるようにと患者に分かるように張り紙を行った。
ベッド柵の固定ひもをほどき、柵を外して転倒防止用マットの上に横になっているのを発見した。 ベッド柵を固定し、マットも使用していたので大丈夫と思ってしまい、認識が甘くなった。
ナースステーションに近い部屋に変更する。
ベッド柵をすり抜けて、這って隣の病室に移動する
ベッド柵の過信 観察不足
ベッド柵への過信をせず、抜け出られないように対処する 患者の観察を頻回に行う
ベット柵をたたいている音がし訪室すると点滴セットがはずれ逆流していた。
患者状態把握
付き添い不在時は特に注意し、頻回に訪室し点滴管理行い、ナースコール指導する。
ベッド柵をはずし、たてかけ、尻餅をつき、柵に軽く頭をぶつけた
認知障害で、転倒暦の多い患者なので頻回に見回っていた。
頻回にみまわっていたので、看護師はとても残念がっている。
ベッド柵をはずして床に転落しているところを発見。右下肢に擦過傷あり。
眠前に睡眠導入剤を飲まれていたが関わりは少ないと考える。
転倒のリスクが高いので詰所近くの部屋に転床していただいた。今後も密に観察および声かけを
行う
ベッド柵を下げた状態で、母親が床頭台から物を取ろうと眼を離した時にサークルベッドから転落 観察不足 説明不足
転倒転落防止の説明書を渡し、再度危険性について説明した。 巡回時ベッド柵が上がっていな
した。
い時は声をかけ、上げてもらう。
ベッド柵を外してベッドの下に尻餅を付いているところを医師が発見する
家人が帰宅した後に転落する
家人へ帰宅する際は必ずナースに声を掛けるよう徹底する 柵の固定
ベッド柵を外してベッドの下へ転落しているのを発見する
ベッド柵を外したため
ベッド柵が外れないよう固定する
ベッド柵を外し床に座っている所を発見。外傷無し。
設備上監視の出来ない病室がほとんどであり。また入院後数日しかたっておらず環境の変化に 日中は車イスにて詰所に居ていただき、ベッド柵を固定する。
戸惑いがあったと考える。
ベッド柵を降ろし母親が後ろを向いた時に
母親の不注意
オリエンテーション後に母親が危険を理解できたか確認する
ベット柵を自分で下ろし滑りおちていた所を発見する。
患者の行動の予測の判断があまかった。
状態の変化についてチェックをし判断と対応策を検討する。
ベッド柵を床に落し、患者様は床で座っている
観察・巡視回数の問題
巡視を頻回に行ったり、離床を心掛ける
ベット柵を乗り越えて床に横たわっているのを発見する。
巡視時は、ウトウトとていたので柵の固定を確認しただけであった。 行動時間にはいるのに身体 状況判断があまかった。
を抑制しなかった。
ベッド柵を乗り越えて転落
看護師の観察不足
睡眠導入剤を内服させた後はより注意深く観察する
ベッド柵を乗り越え床に尻もちをついていた。
追跡装置が付いていたので安心していた。
１．追跡装置の長さを確認。２．ベッド柵の固定。３．トイレへの時間での誘導。４．９８歳家族の協
力。
ベッド柵除去
観察不足
ベッドの右側を壁につける。
ベッド柵除去
観察不足
帰宅願望時は車椅子にて様子をみる。
ベット柵片側を2本使用を乗り越え、ベットの脇に転落しているところを発見する。オムツ使用中
観察不足
ナースコールの指導。自ら動き出さないよう指導。密な観察が必要なため、ﾅｰｽセンター側の病室
で、便失禁あり。腰痛訴え有り。
へ転室する。
ベット上から不意に立ち上がり転倒をした。大きな音で事故に気が付き訪室する。転倒の際、床頭 夜間巡視体制。意識障害患者への対応。
夜間巡視体制を一時間間隔とした。
台に頭部をぶつけたらしい。翌日、頭部CT施行。大事に至らなかった。
ベット上での胸部正面（Ａ→Ｐ）撮影において、患者の背中側にあった心電図モニターの発信器
ベット上撮影で充分な確認作業を怠った。
撮影前に患者の身辺に障害となる異物がないか充分に確認すること。
が、フィルム上の右胸部部分に写ってしまった。フィルム確認後再撮影をした。
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具体的内容
ベッド上で臥床するも、不穏行為あり寝衣・オムツはずしがあり、車椅子に移動する。患者自身で
車椅子のストッパーをはずし、物をとろうとした時にずり落ち、フットレスの上にいるところを発見す
る。
ベット上で患者が体を前に折りたたむように眠っていた。苦しそうであったが、この患者は、よくこ
のような姿勢をされている。呼吸がうまく出来ず危険であると感じた。
ベッド上で患者が蓄尿袋の排液側の管を口にくわえていた。数分前に尿処理を行ったところなの
で尿を飲み込んだかどうかは分からない。
ベッド上で端座位を取り、間食摂取していた。看護師介助中であったが、看護師が後ろを向きお茶
を取る際、患者が麻痺側（左）に倒れこんだ。 左側に倒れこんだ際、ベッド足側の柵で頭部左側
を打撲。ベッド柵には毛布がのっていた。バイタルサイン、全身状態変化なく、当直医に報告し、様
子観察となる。
ベッド上で配膳を待っているときにベッドから転落。 配膳時に発見 特に異常無し
ベット上に、立ち上がりロッカー内の衣類を取ろうとして、ベット下に転落した。同室者の報告で事
例に気が付く。外傷なく､頭部CT施行 異常はなかつた。
ベッド上に臥床していたが、突然起き上がり、ベッドから転落。左眉部を挫傷する。

背景・要因
従来は不穏時詰所内にきてもらっていた。不穏時の状況にもかかわらず、ナースコール対応に
し、車椅子にベルトをするなどの対処が不十分であった。不穏があり、車椅子に乗せれば、落ちる
可能性があるのに車椅子にのせてしまったこと。（不注意）
観察が不十分だった

改善策
従来は不穏時詰所内にきてもらっていた。不穏時の状況にもかかわらず、ナースコール対応に
し、車椅子にベルトをするなどの対処が不十分であった。患者個々の状況を把握したうえでの対
応が必要と考える。
声かけして横臥していただいた。巡回時には体動に注意し、転倒、転落にも気をつける。

観察不足

蓄尿袋の位置を考慮する。必要時は抑制させていただく。

観察不足

端座位の場合は短時間であっても目を離さず、麻痺側の支持を行う。食事摂取はベッドアップ座
位又は車椅子で行う。

普段車椅子で過ごしている患者さんで、患者さんの状態の判断に誤りがあった。
ロッカーの位置、私物管理。

手すり等、転落防止の措置の徹底
患者指導と共に、私物の管理場所の再考。手の届く低い位置にした。

患者本人が向精神薬を多量に内服中で、たびたび転倒・転落を繰り返している。 本人へ注意し ベッド柵を常にあげておく。 繰り返し根気よく本人に注意・指導。 家族への監視協力も依頼。
ているが改善がみられない。
今後、転倒防止機能のあるベッド柵の購入を検討。
ベッド上に居ると昼間から眠ってしまうので車椅子に乗っていただいていた。車椅子に乗ってもうと 観察不足
車椅子に乗っていただく時は安全ベルトを装着する。 患者様の傍から離れない。
うとして見えたが少しの間、傍を離れたところ車椅子から転倒していた。
ベッド上に座っている。右前額部に皮下出血と腫脹があり、本人に尋ねるも何も覚えていないと。 行動の予測に関する対策が不十分であった。
頻回に訪室する。行動を予測し、転倒・転落の衝撃を最小限にする。
ベッド上ポーブル胸部レントゲン施行の際、レントゲン撮影板を挿入する際、胃管にひっかかった。 連携不足。
確認を十分にする。
胃管が少し抜出した。胃管をぬき、経過観察した。
ベット上安静、にもかかわらず、消灯後、一人でトイレまで行こうとして行けず。廊下に座りこんで 消灯後、巡視体制の再考。
消灯後、巡視時間の変更。現行２時間を、1時間間隔とした。
いた。
ベッド上安静の患者がベッドサイドの椅子に座っていたが，そのままにしたところ転倒
患者の状態と安静度の認識ができていない
理解不能の患者で転倒のリスクが高い場合には，必ず抑制を行う。
ベッド上安静の患者が自己抜去した尿道カテーテルをベッド上に置いてトイレにいるところを発見 観察不足 患者はアルコールの離脱期であり安静度などについて説明しても理解が得られなかっ 危険行動がある時は抑制させて頂く
した。
た。
ベッド上坐位にて尿器で排尿後、自己にて立ち上がり転倒する。 排尿の為カーテンで隠してい 排尿時に看護師は退院の準備をベッドサイドでしていた為に起こった。 患者の状態の把握が出 患者の状態の把握の徹底
た。排尿後声掛けしてもらうように伝えていたが立ち上がった。
来ていなかった。
ベッド上生活で、下肢は他動運動で屈曲可能な状態。 ６時「腕時計どこ？」の訴えあり、家人来る ＰＥＧ設置、胃潰瘍による吐血等患者のストレス高く、高齢な事から、夜間せん妄のリスク高かった 患者の状態の変化にあわせ、予測した対処方法をみんなで考え、統一する。 ベッド柵を３点にす
まで待つように説明、納得されたと思っていた。 6:20モニター上波形異状あり訪室し、床に横に が、予測できていなかった。ベッド柵が２点で隙間があった。
る。
なっているのを発見する。
ベット上端坐位でいたところ，痙攣発作を起こし、ベットから転落したと他患者からナースコールが 病状の変化によるもの
病状の観察を密にするよう指導した。抗痙攣薬の変更となった。
あり訪室すると、上下肢の痙攣が30秒ほど続き、その後、顔面を打ったと発言あり。外傷なし。
ベッド上端座位になっておられた。入眠を促し他患者の所へ行った。その後、床頭台の物を取ろう 転倒のリスクが高い患者であったが、手の届く所に物の配置をしていなかった。 眠前にデパス、 眠剤服用しており、転倒の危険のある患者様には、４点柵にするなど、工夫すると共に身の回りの
と端座位から立位になった際にベッドより転落した。
レンドルミン服用しており、転倒のリスクは高かった。
整理をしていく必要がある。
ベッド端で坐になり足踏み運動（自主的リハビリ）をしていた。立ち上がってみようとオーバーテー とっさにオーバーテーブルにつかまってしまったらしい。ストッパーがついていなかった。
オーバーテーブルはストッパー付きのものを検討。患者の手の届かない所に置く。
ブルにつかまったところ、オーバーテーブルが動き転倒。
ベッド転落未遂、小火 訪室すると本人、転落防止のため胸帯をしていたため転落はまぬがれた 毎晩大声で呼ぶ患者であり、「胸帯はずしてくれ～」と言われると思っていた。体動がいつもより多 精神科病棟には、喫煙者もいるのでライターが当たり前のように置いてあった。自己管理できない
が、上半身宙吊りになっていた。こげくさかったため、原因追求していたら、本人がつけている胸帯 く、上半身宙吊りになっていた。
人使い方を誤ってしまう人は、管理が必要。定期的チェックを検討。
をライターでこがしていた。ライターは消灯台の上においてあった。
ベッド点検のため、車椅子に乗車中のところ、立ち上がろうとし転倒される。後頭部発赤あるも、Ｃ 廊下から確認できる位置ではあったが、患者一人であり、転倒の可能性はあった。
転倒の可能性がある場合は、安全が確認できるまで付き添う。
Ｔは異常なし。
ベッド浴施行時、浴槽に入れる時に、患者の左手は気をつけていたが、右前腕外側がベッドの端 患者の皮膚がとても弱い。 全身状態低下で皮膚が弱く表皮剥離しやすいという情報は得ていた 移動時・体動時は常に注意し、皮膚を出さず何かで包み、表皮剥離を防ぐ。
にぶつかってしまった。 →ガーゼ保護してリーダーに報告した。 →両手を片方ずつタオルでくる が注意が足りなかった。
み介助者を依頼し、２人で入浴介助を続行した。 →患者の反応は無いが声をかけ謝った。
ベニロンを与薬するために主治医が薬局より払い出しを受けて病棟に持参した。実施しようとした ・払い出し時の医師と薬剤師の相互確認不足 ・外箱と中の個別のロット番号の照合不足（返納 ・返納時の手順遵守 ・払い出し時の手順遵守
ら伝票と製剤のロット番号が違っていた。
時に外箱のロットを確認しないまま箱に戻したためロット番号が違っていた）
ベネトリン０．２ｍｌとアレベール１ｍｌを１日４回吸入により与薬する予定が、○月１日夜から○月３ 遅出で入った入院を手伝っていた。その後アナムネを患者様の母が来なく取れていないということ 指示を受けていると思い込んで確認もせずサインをした。サインがない場合、受けた人や、転記な
日まで実施しなかった。
だったので、申し送りを受け不足分をとる事とする。他の申し送りはリーダーが受けていた。アナム ど必ず確認していく必要があった。また、半端に介入してしまったことで責任が曖昧になってしまっ
ネを２２時にとり、持参薬があることがわかり指示を見る。ＤｒからＮｓの札は立っていた。リーダー た。準夜のリーダーと一つ一つ確認して動いていくことが必要だった。
看護師と相談し、自分は内服の部分のみ指示を受け、サインする。吸入、坐薬の指示にサインは
しなかったが、坐薬を使っているのを見たためサインし忘れたものと思い勝手に代筆でサインし
た。
ベネトリン０．２ｍｌを１日３回吸入により与薬する予定が、ベネトリン０．５ｍｌを１日３回実施してい 入院受けした時点で、処置の欄に誤って記入されていたが、ダブルチェックでも気付かず、転棟し 指示の転記はしない方が良い。処置なども詳細は指示簿を参照し行った方が間違わないと思う。
た。
た際に申し送りのとき気づいた。入院時指示のダブルチェックをするようになったが、転記ミスまで
気づけていない。
べネラクサーの内服が開始と急に決まり薬局へ内服箋をもって薬を貰いにいった。１錠渡され処 処方箋と内服の確認。
内服箋と物の確認。
方箋は薬局預かり。本人へもっていくと「いつも半分だったのに？」と質問あり、電話にて薬局で確
認すると、１錠ではなく。０．５錠だった。
ヘパプラスチンの結果が低いと医師より指摘を受ける。調べると水温計が不良で実際の測定温度 温度計を過剰に信じていた。
水温計の交換とコントロールの測定
が狂っていた。
ヘパリン（１．５／０．４時間）のワンショット注入量を、（１．０／０．４時間）と少なく目盛りをつけたた 確認不足
ダブルチェック、責任感に自覚周知
め、臨床工学士の研修生がそのまま注入。１時間後に他看護師より発見。
ヘパリン500Ｖの指示であったが、単位のＶを0と読み間違え、5000単位混注してしまった。翌日他 単位の表現方法
単位の表現方法について、読み間違えのない方法を検討する。
の看護師が10時に点滴を交換する際、点滴バックにヘパリン5000と書かれていた為カルテで確認
したところ指示は500単位であることに気がつく。点滴は既に投与し終わっていたが患者への影響
はなかった。
ヘパリンの持続点滴更新時注射処方箋を見て実施したらカルテの指示と違っていた。 ヘパリン 注射処方箋が指示量でなかった。カルテの指示欄を見ていなかった。
指示どうり処方してもらう。 注射は必ずカルテの指示欄も確認し、実施する。
ナトリウムN5000u5ml 3A + 生食 20ml 2Aとあったので用意し2ml/Hで更新した.カルテの支持はヘ
パリンナトリウムN5000u12ml + 生食 36ml であった。30分後カルテのサイン時気が付いた．主治
医に報告し更新した。」
へパリンロックしていたルートを自己抜去され、ウロストミーも外されていた。
訪室すると便臭あり声かける。足元見るとルート抜針された後見つける。あわせてパウチも外され 入院後牽引生活6日となり昨日より不穏症状見られ精神科受診されリスパダールの処方もあった
ている。両手見ると便の付着と寝具にも便汚染あるところ発見する。針挿入部確認、出血なし止血 が本日は消灯後すぐ入眠されていたため内服されていなかった。危険の予測し、指示したがって
している。寝具等にも出血汚染なし。確認後パウチ消毒後再装着し、針挿入部は止血しているた 内服するべきであったかも知れない。また、頻回の訪室とルートの保護するべきであった。
めそのままとする。陰洗、手浴後オムツ更新し体位整える。
ヘパリン再開始の時にヘパリンの注入スピードを変更して再開始してしまった。（2ml/h→1ml/hに） ヘパリン再開始の時間を止める時間と勘違いしてしまい、再開始するときに注入設定の変更操作 ヘパリン止めとヘパリン再開始を勘違いしないため、 および同時に２名以上のヘパリンを止める
再開始後ヘパリンを止める時間に止めるのを忘れてしまった。
をしてしまった。 その際に２ｍｌ／ｈと設定するところを１ｍｌ／ｈと設定してしまった。ヘパリンを止 必要がある場合漏れ防止のためヘパリン止め表のレイアウト変更をする。
めるときは、同時に２名のヘパリン止め操作が必要で、うち１名の止め操作が漏れてしまった。
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具体的内容
ヘパリン生食でロックし点滴ルートを固定していた患者。皮膚の掻痒感があったためテープをはが
そうとしたら針が抜けてしまったとの事
ヘパロック部を自己抜去されている
ベビーの点滴交換を行ったが、流量設定せず開始ボタンを押さずにその場を離れた。その８０分
後、日勤スタッフが点滴が開始されていないことに気付いた。

背景・要因

改善策
皮膚の状態をよく観察し異常の早期発見に努める 針の扱いは危険なため気になる場合には看
護師に声をかけてくれるよう説明する
手を拭いたら取れた
包帯で固定したりテープ固定をきちんと確認しておくべきだった
シリンジをつないだだけで開始したつもりになっていた。 いつも交換し児の所から離れる際する いつもしているよう確実に確認をしてから児の側を離れる。 締めの時間で焦っていたり、疲れて
確認が出来ていなかった。（指を差して声に出して流量設定と開始後の点滅ランプの確認） 深夜 いる時こそ集中力を高めることを意識する。
勤も終わりに近づき疲労で頭がボーッとしていた。 勤務終わりの締めの時間帯で気が焦ってい
た。 他の児の点滴交換もあり慌てていた。
病室に入ってラインが付いていないことに気づき,急いで延長チューブを取りに行き,誤ってテルモ 確認を徹底する
のラインを付けてしまった
・薬剤を準備する看護師も施行医師も指示書の確実な確認が出来ていなかった。 ・ぺプレオの ・各自が責任を持ち指示書の確認を徹底する。 ・病棟でぺプレオの勉強会を行い、医師・看護師
投与方法の知識不足 ・投与日が連続していない時の指示書が確認しづらい。
で共通の理解のもと業務にあたる。 ・隔日投与や連続投与ではない時、投与日が間違われやす
い為指示書の書き方の工夫を検討する。
患者への説明不足

ベプシドの原液を投与する際にテルモの延長チューブで接続してしまい,ラインに亀裂が入り,５ミリ
リットルほど漏れてしまった
ぺプレオ（抗癌剤）静注の指示が出た。日付欄には○／６、○／９、○／１３・・・施行日のみ記載さ
れていた。看護師が指示書を確認すると翌日の○／９のところに医師の施行サインが既にあるこ
とに気付いた。確認すると○／７に看護師が注射の準備をし、声をかけられた病棟係りの医師が
施行していた。
ぺリアクチン30ｍｇは、用量オーバーである。気づかず、小児用量0.3ｇを秤量した。監査も気づか 30ｍｇと記載してくることは、珍しい。大体は、0.3ｇと処方される事が多く、まったくの思い込みで
なかった。
あった。抗生剤は、力価記載が、義務づけられているが、その他は規制はない。
ペルシピン２錠分二が１０月８日で切れておりカルテの後ろのポケットに挟んであったが棒も立って 確認ミス
おらず他の伝票の後ろになっており１０月９日分与薬できておらず１０月１０日の深夜で気づく
ペルジピン３T/分３ 1日分を他の患者に投与 発見時患者の血圧及び状態を観察するも血圧低 与薬時の患者氏名と薬のチェックがなされていなかった
下なし状態変化なし。 引き続き経過観察するも変化なし。
ヘルパーとの夜勤で、４Ｆにオムツ交換に行って３Ｆに戻ると、患者がタオルケットを背中に背負っ Ｎｓとの２人夜勤時は、４Ｆは４Ｆ担当Ｎｓにまかせるが、ヘルパーとの夜勤、特に初めての夜勤の
て裸足で病室の入り口に立っていた
ため、４Ｆへオムツ交換に行き、３Ｆは不在にした
ヘルパーの「患者さんが落ちている」という声に気付き、訪室すると患者がベットに平行に倒れて 観察不足 患者や家族の要因
いるところを発見する。患者のバイタル測定、意識レベルのチェック、外傷の有無を確認する。エピ
が引きち切れていた。
ヘルベッサー６アンプル＋生食１００ｍｌを輸液ポンプで１ｍｌ／１時間滴下施行していたが、約７０ 輸液ポンプからの滴下中止指示が出た時点で独自の判断でラインをそのままにしたが、ライン上
ｍｌを残し一時中止指示となったのでラインはそのままにポンプからルートを外した。しばらくして滴 のクレンメなどの状態を確認していない。したがって、ルートからはずした時点で滴下が開始され
下再開を考慮し独自の判断でラインはそのままで中止した。この時、ラインにある三方活栓、クレ 注入されてしまったと考えられる。
ンメを閉じていることは確認しなかった。患者の様子には変化は無かったが、ラインがそのままで
あるためしばらくして訪室し確認したところ、残量が全て無くなっていた。クレンメが開放されていた
ため残量が速度を速めて注入されたことが判明した。患者のバイタルには大きな変化はなかった
が酸素投与を開始した。
ヘルベッサーＲ１００ｍｇ２カプセル／１×３０日分のところ、ペルジピンＬＡ２カプセル／１×３０日 忙しい時間帯で薬品の確認が不十分であった
分を誤り調剤し、監査時も気がつかず患者に渡してしまった。
ベロテックエアロゾルを調剤するところテルシガンを調剤した
確認したつもりで確認が出来ていない。監査機能も働いていない
ベロテックエロゾル処方のところ、テルシガンエロゾルを調剤。調剤監査でも見過ごしてしまった。 吸入剤で容器が似ていることや、隣どおしの配置のため取り違えたものと思われる。薬品名確認
患者が気付き使用はしなかった。
を怠っていた。
ベロニンＩ5ｇのオーダーがあり、施行するも連結管で繋がっており、エア針と輸液セットを同じ不に 観察不足。早とちり。
繋いでおり、2.5g分静注されていなかったことを翌日の朝、発見する。
ベンザリン（５）２Ｔを１Ｔで調合してしまった。
確認が足りなかった。思い込んだ。
ベンザリン・セレネース服用、セレネース１Ａ筋注。その後も徘徊あり。 訪室するも不在。夜警さん 痴呆があり、理解力がない。
より、「○○さまが、自転車で家の方へ向かっていた」と近所の方より電話があったと報告あり。
ペンニードル・ウルトラファインセットの処方の際、調剤者が誤って、マイクロファインプラスを調剤 マイクロファインプラスとウルトラファインセットは名前が似ており、かつウルトラファインセットは普
し、投薬時に気づかず病棟に払いだされたが看護師が発見し交換した。
段指示箋で払い出すことが圧倒的に多かった為、調剤者がミスに気づかなかった。
ペンフィルＲ３００の注射を行う際、残量が少なかったがまにあうだろうと思い実施した。しかし８単 ・知識不足
位の指示であったが４単位しか投与されなかった。８単位全量投与されなかったことに気づいたた
め、追加で４単位投与したが、二回針を刺すことになってしまった。
ホウレン草のおしたしの中に、１センチくらいのカタツムリが入っていた。患者は、直前に気付いた ホウレン草は冷凍で解凍後盛り付けをするが、気付かなかった。隅々まで確認することは困難で
ためホウレン草は食していない。
あり、納入先でのチェックにも問題があった。
ほうれん草の発注を冷凍ほうれん草に変更する際 分量の計算を間違え足りなくなった。翌日使 計算の見直しをしなかった。
用予定の食材で対応した。
ポーター撮影時，坐位での指示のところを指示箋の確認不足で仰臥位で撮影した。次の撮影にき 指示箋の確認不足
を取られていた。医師から間違いを指摘され，再度撮影し直した。
ポータブルＸーＰ撮影で６名の患者を撮影するために技師と共にベッドを回った。最初に名前を言 確認不足
われた時に確認した患者を思い込みで隣の患者と間違えて撮影してしまった
ポータブルで胸部エックス線写真を撮りに行った際に、同室に同姓の患者さんが入院されており、 名前の確認不十分 リストバンド確認忘れ
本来写真を撮らなければならない人を撮らずに、もう一人の別の患者を撮影してしまった。誤って
撮影した患者は、気切しており床上安静の状態であった。写真を看護師が確認したところ、別の患
者の写真であることが判明した。
ポータブルトイレからベッドへ移乗する時、患者様の体重を支えきれずに、後方に一緒に倒れこん ポータブルトイレ－ベットの移乗は、二人ですることもあったが、一人でもしていたので、いつも通り
でしまった。
一人で介助してしまった。
ポータブルトイレからベッドへ移動する際ベッドで端座位になられた状態で後ろへ倒れる
移動時の注意不足
ポータブルトイレからベッドへ戻ろうとした際、滑って転倒。 外傷はなし。
物理的な環境、設備上の問題が一部あり

必ず、散薬は力価を確認する。
カルテ整理をしっかり行う 再確認
与薬時のマニュアルの徹底
４Ｆに行く前に、必ず患者を確認してから行くようにし、起きている時は４Ｆへ一緒にお連れする ４
Ｆは担当者に任せ、３Ｆは不在にしない
ナースコールを、置いてもコールはなく家族の見守りを依頼した。意識レベルの変化は、なく過ご
せている。
ポンプ滴下での中止指示では、放置せず必ず撤去するルールを確立する。

同効薬品をもう一度確認すること。それぞれの相違について、各薬剤のシートの特徴・効果の違
いを再度確認すること。
声を出して薬剤名を読む。（取り出すとき。監査する時）
薬効の関係で配置を変えることはあまり好ましくない。薬品名確認の徹底を促した。
再確認
確認・監査の徹底をする。
離院の可能性がある場合は、身元のはっきりするものを衣類に明示する。 頻回に訪室し、声か
けをする。 家人の協力を得る。
１１月以降 ウルトラファインセットがブラッドランセットに変更になり、マイクロファインセットとの区
別が容易となった。確認作業を確実に行うようにする。
・インスリンに関する教育
盛り付け時に注意すると同時に、納入先にても厳重にチェックするよう依頼した。
分量等の変更時は必ず見直す。
確認の徹底の指導
必ず技師とベッドサイドで名前の確認をする 技師も自分の責任で名前を確認する
照射録（検査依頼伝票）に「同室に同姓の患者あり」と記載してもらう

ポータブルトイレは、便座が低い位置にあるので、必ず二人で介助を行う。

移動介助の強化
入院時より滑る可能性がある場合、家人へマットレスの用意、又は靴の用意などをしてをしていた
だく配慮をする事の徹底。
ポータブルトイレから立とうとして尻もちをついていた
以前から何度も同じ様な転倒を繰り返しいる患者であるので 終わったら必ずナースコールを押し とにかく声をかけをしていく できる限り場を離れない様にする
て下さい とナースコールを手渡した 本来その場を離れない方がよいのだが 夕食の移動時間
で止むを得ず 離れて 他の患者の対応をしていた
ポータブルトイレで排尿を済ませた後、病室の入口の戸を閉めようと歩いたところ足がすべってし アセスメントの危険度?である患者さまであり、予測はできた事故だった。
アセスメント、対策について具体的に取り組んでいく。
まい、転んでしまったと報告を受けた。自力でベッドまで戻りナースコールした。訪室時はベッド上
で休まれていた。
ポータブルトイレで排尿後、ポータブルトイレと車椅子の間にしりもちをついた形で座っていたとこ 介助によりポータブルトイレに移動させ排尿させた後に発生した事例。最後まで看護補助者の観 マニュアル遵守の徹底
ろを発見する。
察が不十分なために発生したと思われる
ポータブルトイレで排泄を済ませ、ベッドに戻ろうとした際に転倒しベッドの下に腰まで入っていた。 観察不足と説明不足
トイレに移る際には、ナースコールを押していただくよう伝え、見守りにてポータブルトイレに座って
いただくようにする。
ポータブルトイレで排泄後、ベッドに昇ろうとして足を滑らせ尻餅を付いた。 外傷や意識レベルの 観察不足 靴下で移動した。
移動時はナースコールをしてもらい看護師と一緒に行動する。 履き物はしっかり履く事を説明し
変化もなかった。
た。靴下は滑るので靴下だけでは動かない。
ポータブルトイレとベッドの間に仰臥位で転倒されている
観察が不充分
他患者さんと同じ時間帯に食堂に誘導し、排泄の訴えがあればその都度誘導するようにする
ポータブルトイレとベッド間に挟まって動けなくなっていた
指導の問題
気を付ける様に声掛けを行う
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具体的内容
背景・要因
ポータブルトイレにて排泄後自己にてベッドへ移ろうとしたところ膝の疼痛のためしっかり立てず 運動障害があるも自己にて移動可能であったが、眼科のOP後ということもあり、移動の際には
ポータブルトイレからズレ落ちてしまった。同室者のナースコールがあり、駆けつけたところ、床に ナースコールするよう伝えてあった。しかし、いつもできているからと思ったのか自己にてポータブ
座り込んだ状態であった。
ルトイレへ移り、排泄されてしまった。自己にて移動する事による転落の危険性を十分に理解して
もらえていなかったと考えられる。また、患者のすぐ側にポータブルトイレが設置されていたこと
も、患者が自分で動こうという気になる誘因となったかもしれない。
ポータブルトイレに移ろうとして座り損ない尻餅をつく
グッドミン内服されていたためふらついた
ポータブルトイレに移ろうと立ち上がったところ靴下が滑り転倒してしりもちを着いた。（同室患者さ ポータブルトイレの使用 患者が靴下で移動した
んが知らせてくれた）
ポータブルトイレに移行しようとして、ベッドから立ち上がることが出来ず座りこんでいた
環境整備。ナースコールの位置の問題。
ポータブルトイレに移動したのち硬膜外チューブが外れていた。医師に報告し医師が抜去した。

中心静脈カテーテルの方に気をとられていた。 固定時に業者の勧めるループを作る方法をとっ
ていなかった。
ポータブルトイレに行こうとして、ふらつきポータブルトイレの上に座り込む。その後より、腰痛、背 ・ポータブルトイレ移動時の観察不足
部痛を訴え痛み持続するため、翌日、レントゲン撮影すると腰椎の圧迫骨折を確認する。 今回と
の因果関係を否定できない。
ポータブルトイレに行こうとして、滑って転倒する。転倒時に右目の上に擦過傷有り。下肢浮腫が ストッキングにより、滑りやすい状況にあった。
あるため、弾性ストッキングをはいていた。
ポータブルトイレに座っており、半介助にて立位をしベットに座ろうとしていた、その時患者さんの 感情失禁がある方なので、力が入らない時がある。又時折膝の痛みを訴える時もある。今回半介
膝が「ガクッ」となり、そのまま前に正座をしてしまった。その時右足第３指を切傷する。
助で立位が出来て、本人の状態を把握しときながらも、十分に注意が行き届いていなかった為お
きた事故である。
ポータブルトイレに座ろうとした患者の足が滑って床に
自分の動けなさの状況判断が十分できない患者 ポータブルトイレの高さ、位置の不適切
ポータブルトイレに座ろうとしてふたを支えにした所、ふたが外れてしまい転倒した。
ポータブルトイレに誘導し、その場を離れた所仰向けに転倒された
ポータブルトイレの移動時にCVルートの接続が外れて血液が逆流した
ポータブルトイレの横で患肢を下にしえ仰臥位に倒れているところを発見した。 ベッド柵は４本使
用のところ１本外してあった。
ポータブルトイレの準備をしている間に患者が転倒した
ポータブルトイレの尿交を行おうとしたとき呼び止められ「転倒してベッドの下にしばらく座ってい
た。左足を便器で打撲し、後頭部を床頭台で打撲したので痛いから何か下さい」と訴えがあった。
（本人は訴えたときにはベッドの上に座っていた。）
ポータブルトイレへの移乗後、患者から離れてすぐに、ぐずぐずと落ちた。すぐに気が付いた。
ポータブルトイレへの移動介助が必要な患者の移動介助を行った。昼間、見守りにて歩行をして
いるとの情報があり、排尿中の態勢保持は問題ないだろうと思い、「また来るので、終わっても
待っててください。」と声をかけ、同室者の点滴の更新をしていたところ、自己にて移動をしようと動
き、転倒。後頭部をベッドの足で打ち皮下血腫を形成した。患者様は眠剤を内服されていた。
ポータブルトイレへ移動しようとしてふらつき転倒される。前額部切創し出血みとめ消毒圧迫固定
にて止血 クーリングし当直医の診察を受ける。翌朝まで様子観察するが変わりなく経過
ポータブルトイレよりベットへ移動を２人で行い、寝衣を整えていたところ、左下肢にに約２０センチ
の切傷を発見する。本人に確認するとポータブルトイレを使用の際に疼痛があったとの事、介助
は２人で行っており、打撲等はなかった。当直医師へ報告 ２３針縫合する。
ポータブルトイレより移動後ずれ落ち転倒
ポータブルトイレを使用しようとして滑り、転倒する。
ポータブルトイレ移乗時にふらついて転倒したと同室者よりナースコールあり。訪室すると床に
座った状態であったため介助してベッドへ移乗。右眼瞼に腫脹。クーリング施行し当直医に報告
ポータブルトイレ移動時足元がすべり転倒した

説明不足 ポータブルトイレのふたが取れやすかった。
観察不充分
患者のＡＤＬが拡大し，自分で動けるようになってルートの固定が緩んだ
ベッド柵の確認ルールの問題、高齢で痴呆もある患者に対する安全対策の認識問題

改善策
すぐに皮膚の状態・疼痛の有無・打撲した部位の観察を行ったが特に外傷はなく様子観察とした。
このようなことがおこらないよう移動時は必ずナースコールするよう再度説明させて頂いた。また、
ポータブルトイレは患者にとってやや低いようであり、手すりのある身障者用トイレでの排泄の方
が安全かもしれない。
ポータブルトイレを手摺付きに変えた。排泄時はナースコールを押して貰うよう伝える
靴を履いて移動してもらう ベッド周りにマットなどを敷くようにしたい
ポータブルトイレの周辺に車椅子を置かない。ナースコールは常に手の届く所に置いておく。ベッ
ドの高さを調節しておく。
固定方法を業者が勧める方法へかえる。
・排泄時ナースコールを押してもらい、その時点でポータブルトイレを準備する。
患者自身にも、ストッキングをはいている時は滑りやすいことを説明し、トイレの時はナースコール
するように説明する。
危険に配慮しながら行う。無理強いをせず、状態に応じて二人で介助する。
患者はベッドから移動したいときナースコールで看護者を呼ぶ 現在使用のものより安定性のある
ポータブルトイレと変更
ポータブルトイレのふたははずれやすいのでを支えにしないように説明した。
排泄が終了するまで見守り・介助をする。前もって、排泄を声掛け･誘導すべきであった。
訪室時ルートの確認
ベッド柵などベッド環境の確認を準夜でも必ず行う。

観察不足
体動が緩慢、又下肢痛があり。ポータブルトイレに降りようとして滑った様子。老人性痴呆、理解
力不足あり。

安全な場所へ誘導する
ポータブルトイレ使用時はナースコールするように説明する。ベッド周囲の環境整備を行う。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
患者の身体機能の把握が出来ていなかった。はじめて担当する方で、患者の情報がカルテ、申し
送りのみで、自分の目で確認し把握していないのに、（これくらいなら大丈夫だろう）と思い込んで
いたため。 眠剤を内服しているという意識が薄かったため。 患者との確認、意思疎通が不十分
だった。
家族の付き添いがあるという安心感から観察が不十分になった。 患者の安全に対する認識不足

ポータブルトイレの際は付き添う。
はじめての介助（移動に限らず）の際は、患者の身体機能（麻痺の程度）、理解度、ＡＤＬの自立度
を確認するためにも、一通りの介助中はその場を離れることなく付き添う。 眠剤を内服されている
ことも転倒リスクとなることの意識を持つ。

排尿時の見守りをすればよかった
滑り止めのマットは敷いてあったが、視力障害があるため、わかりにくかった。

手摺付きポータブルトイレに変更 ナースコールをしてもらうよう説明する
用事がある時は、ナースコールを押して頂くよう、十分に説明する。排尿パターンを把握し、早めに
声かけをし、誘導する。
手すり付きポータブルトイレを設置

家族の方が見えても看護師として患者の安全に配慮する。 患者の排尿パターンの把握をし、他
のスタッフとも情報を共有する。
高齢に伴う低栄養の為、皮膚統合性組織障害が起こりやすい。またその為、移動の際、皮膚の伸 細心の注意を払い、２人で介助する。
展が過度となり皮膚の離開が発生したと思われる。

ポータブルトイレが普通のもの（左不全麻痺の患者）

手術後状態安定しており、ADLもUPしていた。L字柵をとりつけ、バルンカテーテル抜去後ポータブ 了承を得、4点柵とさせてもらい移動時必ずNSコールしてもらうよう指導した。移動時は必ず最後
ルトイレで排泄していた。当初は移動時NSコール押し移動見守っていたが、移動スムーズであり まで見守る。
本人のみで移動されていても、それほど気にしていなかったことに問題があると考える。
ポータブルトイレ企図。転倒。
観察不足もあるが、不可抗力の側面も
監視限界
ポータブルトイレ使用している患者様が、夜間転倒された
新生児仮死の処置、他院への転送準備など対応していたため、注意が向けれなかった。
ナースコールは自分で押せれるので、夜間排尿は、押してもらい見守りかで行う
ポータブルトイレ使用後、動かないと思い衣類タンスにつかまり、タンスにキャスターが付いていて 病室の移動や清掃を考え後付でキャスターを取り付けた。 患者がつかまると想定していなかった キャスターを動かなくする道具を購入し装着した。 普段はストッパーを掛け移動時にはずす。
動いてしまい転倒した。
ポータブルトイレ使用時、転倒
見守り不足。観察不足
ナースコールしてもらうよう説明する。職員見守りのもとで使用する
ポータブルトイレ中に床頭台に手をついたら台が動き不安定な状態になった。
床頭台にストッパーがついていない。
固定できていない台である表示をする事と床頭台の更新を検討する。
ポータブルトイレ利用しようとして転倒。（音、監視モニターで確認。）
意思・体動の乖離
紙おむつ
ポータブルに移ろうとしてしゃがみ込んだ。その音で看護師が発見。外傷なし。ＢＰ１３２／７４ｍｍ ポータブルの位置が遠い。患者への説明不足（尿留置カテーテル抜去まもない患者）
環境を整える。患者への説明（必ずナースコールを）
Ｈｇ瞳孔２．５×２．５mm同大。
ポータブル移動 見守り必要な患者 夜間はトイレ毎にナースコールで呼べていたが朝食後１人で 同室にいた看護師が物音に気付き発見する
ベッド降りる側に柵をして必ずナースコールしてもらう
トイレへ行こうとして転倒する
ポータブル業務で座位を臥位で撮影
照射録の確認ミス
指示内容をよく確認する
ポータブル現像処理にて、救命フロアーの入力情報を間違えて救命ＩＣＵと入力してしまった｡フィ ポータブル現像で13枚ものカセッテがあり、救命「フロアー」と「ＩＣＵ」混同してしまった。
確認作業の強化
ルム上で検像時に発見しフィルム上で訂正して提出した。
ポータブル撮影で、照射録を撮影後紛失したため、二重撮影をした。再撮。
確認不足
確認
ポータブル撮影で２箇所の病棟で取った胸部写真を、入れ違って登録をしたこと。それぞれの病 当日、ポータブル撮影が忙しく、１７時過ぎにはＭＲＩ検査の交代があったので急いでいた為
忙しい時でも、確認を必ず実行すること
棟より違う患者のフイルムと指摘され発覚した
ポータブル撮影で名前を間違えて入力。すぐに間違えに気づき、再出力し提出。
確認不足
確認
ポータブル撮影において、現像時に付帯情報の送信ミスにより、フィルム上で他の患者の情報に 複数枚の撮影済みカセッテを処理していて大変だった。
確認の強化
なってしまった。フィルム検像時に発見し、訂正してフィルムを再出力した。
ポータブル撮影において、手関節4Rで２枚撮影したところで、どのカセッテが使用済みか分からな 確認不足
確認
くなり、患者に待ってもらいいったん戻って現像。その後、再度撮影を行うため、病室へ向かった。
ポータブル撮影にて患者の撮影中に点滴台にポータブル装置が当たって、投薬中のエレンタール 注意不足。
をこぼしてしまった。すぐに看護師の指示を仰ぎ、技師長に連絡し、破損伝票にて薬剤の追加注
文を行った。 撮影時に看護師に助力を求めたが、フィルムを患者の下に敷いた後は忙しいため
に他の仕事をするため、事故が起きた場所から離れていた。

チューブなどがたくさんついている患者の場合、看護師を呼んで特に注意することについて聞くよ
うにする。 チューブ類がたくさんついている患者の場合には特に注意するように心がける。 撮影
の邪魔になるものはあらかじめ避けておくようにする。
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具体的内容
背景・要因
ポータブル撮影に依頼があった患者を撮影するため、病室に入った。二人部屋だったが思いこみ 撮影前に患者を確認しなかったために間違いが起こった。看護師の介助も要請しなかった。
で別の患者を撮影してしまった。撮影後すぐに、ベッドサイドに患者のネームプレートで確認したが
プレートは貼っていなかった。患者の点滴にかかれている名前を見て間違いに気付いた。
ポータブル撮影のカセッテ処理時において。情報入力後ケスパーの送信音を聞いたつもりで処理 送信音をしっかり聞かなかった
し結果的には、送信されておらず別の患者様の名前が貼り付いた。名前を変更し再出力。
ポータブル撮影の現像処理時に、付帯情報の入力を間違え、出力されたフィルム上で病棟名が間 朝の患者が集中している時間帯で、撮影すみの現像処理が複数あったときに起こった。
違っていた。フィルム整理時に発見し、フィルム上で病棟名を訂正して提出した。
ポータブル撮影依頼あり、同姓患者が同じ病棟におられ、伝票に違う患者の部屋番号が記入して 同姓患者の他部署への情報提供
あり、名字だけで判断し撮影となった。
ポータブル撮影時に看護師が違う患者のベッドに案内した．ベッドボードに名前が無くそのまま撮 他職種間の連携不足 あいまいな患者確認
影した。患者間違いに気付き撮影した患者のオーダーを依頼した所似た名前の別の患者が入力
され、それに気がつかずに画像を送信した
ポータブル心電図に呼ばれた。通常、患者の右側から検査を行っているのだが、ポータブルトイレ 通常、患者の右側から検査をしているのだが、反対側であったため、注意を怠り検査を行ってし
や床頭台の上には昼食などがあり、スペースがとれないため、通常の反対側から検査を行った。 まった。
そのため、左右の電極を付け間違えて検査を行ってしまった。夕方、主治医より左右の電極の付
け間違いを指摘された。患者さんへの影響はなかった。
ポータブル設置し見守りで排泄していた。ナースコールあり訪室すると頭から落ちそうになってい 患者との連携
た。一人で排泄しようとしたため。
ホールから自室に戻る際、患者が廊下で転倒し、前額部に瘤をつくってしまった。当直医に報告 以前から前屈姿勢で歩き、不安定な歩行がみられた。時間をみて誘導すべきであった。
し、冷湿布で様子観察の指示を受ける。
ホールでの朝食時、カウンターにあった食パンが紛失。患者様のベット下から食パンのビニール カウンターにパンを置いてしまった。保管場所を考慮するべきであった。
袋を発見する。
ホールで患者同士で大声をあげながらケンカをしていた。NSが制止に入り患者様を引き離し、事 患者が自分のコップを使われていると勘違いして急になぐりかかった。大声が聞こえた時点で急
情を聞く。
いで駆けつけ、制止した為、患者様に怪我を負わせることはなかった。
ホールで机の上にイスを乗せてそれに乗り電球を取ろうとして転落した。
自殺企図で以前にも同じエピソードがあり注意する必要があった。
ホールで女性患者Ａ氏が大声をあげ男性患者Ｂ氏に椅子を振り上げる。制止間に合わずＡ氏はＢ Ｂ氏は○月5日に転入、以前当病棟に居た。両者は、当時よりトラブルが絶えず互いに敬遠の中
氏に椅子を投げつけテーブルにバウンドしＢ氏に当たらず。Ａ氏は「椅子に座っていたら、あっち行 だった。
けといわれた」と言った。
ホールで錠剤を発見する。２１時、眠前薬服薬した後、０時まで薬は発見されなかった。
服薬時の確認が不十分だった。
ホールで落下音があり確認。すると、患者の横に公衆電話が落ちている。外傷なし。公衆電話破 観察が不十分だった。
損あり修理を依頼する。
ホールにて声高に過ごしていた女性患者Ａ氏に対して男性患者Ｂ氏が「俺を馬鹿にしている」とい 声高に過ごしていた女性患者Ａ氏の周囲への影響が直接の発生要因として考えられる。
う受け止め方し、突然女性患者Ａ氏の顔面を殴る。女性患者Ａ氏は口腔内と鼻腔より出血みられ
るがしばらくして止血する。
ホールに行くと職員は誰もいなく、患者がやかんの水を何杯もおかわりしていた。カウンターには 入職して間もない職員であったため危険性の察知ができていなかった。
コーヒーの瓶、コップなどが出ていた。さらに冷蔵庫の入っている部屋のドアは施錠されていな
かった。精神科であるため陶器は危険物として扱っており、職員がいない場所での保管や使用は
禁止している。
ホールのソファーの前に、患者が座り込んで立てなくなっているのを発見する。打撲なし
歩行時ふらつきがある患者なので十分な観察が必要であった。

改善策
撮影前に患者の確認を行う。必ず看護師の介助を求めて看護師にも確認してもらう。
送信音を確認する。音量を上げられないか検討。
十分に確認すること
確認をしっかりし、撮影の際看護師に同席してもらう。
患者確認の方法は１つだけではないことを認識．他に頼るのではなく自分で確認することを自覚
する
電極の付け間違いがないか確認をする事。また、心電図の12誘導、ａＶＲ誘導のＲ波の向きの確
認もしておく事。
ナースコールの指導。
排尿パターンの観察と誘導。ポータブルトイレの設置。頻回の巡視。
盗食を目撃していないので、注意を促す程度にとどめた。パンを一時保管するときは保管場所に
注意する。盗食要注意の患者の行動観察を十分に行う。
物音や大声が聞こえたら直ぐに駆けつけ対応する。突発の患者様の衝動行為にはより、早く駆け
つけ、相方とも怪我のないようにする。患者の行動観察により気分の変動を把握する。
行動の注意。
両者に行動化の振り返りと日直医の指示にて不穏時の内服がされた。
服薬の確認の大切さを職員に説明する。
車椅子で徘徊している患者の観察を十分に行う。公衆電話を固定または、配線を短くして落下を
防止する。
すぐ当直医へ連絡し、両者ともに診察してもらう。視野に入れるだけでなく早めの不穏時薬の指示
をもらうべきであった。
常に危険性を考えての行動。あらゆることを想定して仕事に取組む。新入職者への指導を徹底す
る。

患者に、移動するときは職員に声かけするよう促す。病棟職員に観察が必要なことを伝え、どのよ
うに関わっていくか話し合う。
ホールのソファー前の床で右側にもたれかかるような形で床に座っているところを発見。（他患者 就寝薬内服後眠気が急に出たため、転倒してしまった。連日20時前後に入眠していた患者であっ 20時に当直師長に報告。20:20当直Drの診察を受ける。睡眠状態を把握し早めの入床誘導を行っ
より転んでる人がいると報告を受けたため） 他患者の情報によるとソファーに座ろうとして尻もち たが、今日は転倒の5分前まで立位で他患者と会話していたため入床誘導が遅れてしまった。歩 ていく。
をついたようだと。
行状態、眠気の有無の観察が不十分であった。
ホールの椅子に立ち上がり両手を伸ばしてふらついている。
朝から落ち着きがなかったと聞いていたが行動観察が不十分だった。
患者への説明と行動観察を行う。
ホールの流しの中に錠剤２個が落ちていた。一度口に入れた薬を出したと思われる。
確認が不十分だった。
服薬確認を確実に行う。
ホールより物音がしたので行ってみるとイスのそばに右側を下にして患者が横たわっていた。
食事をする場所が変わっていたことと、車イスからイスに座らせた後の観察が不足していた。
席を変えた場合は早目に把握しておく。
ほかの患者に採血するはずが、同室者の姓の方の採血をしてしまい、採血をしているときに思い 思い込みと確認不足。
再確認することとした。
込みに気付く。
ホクナリンテープ（０．５ｍｇ）５枚の処方を０．５枚とオーダーした
オーダリングの入力時の注意不足
薬剤の規格と用量を勘違いしたものと思われる。ワーニングをかける
ホクナリンテープの取り忘れ。
最終チェックの忘れによる調剤ミス。
最終チェックを終了した処方であるかの区別をしっかりする。 どちらかわからない場合は、必ずも
う一度チェックをする。
ホクナリンテープの用法を「貼付」にするところを「塗布」としてしまった
オーダリングシステムの問題
用法の決まっているものは薬品名を決定した時点で用法が紐付けされるようにシステムを変更す
る
ホクナリンテープをニトロダームTTSで調剤
調剤中にTELでたの業務を行った
処方箋と調剤薬を2度確認
ホクナリンテープを貼付する患者を同じ病室の違う患者に貼った
ナースステーションで封を切ってしまい薬袋を病室に持っていかなかったので名前を患者に確認 患者氏名の確認作業を怠ったために発生しています。注射のときと同じ様にベッドネームと患者の
する事なく思い込みで同室者に貼ってしまった。
名前、薬袋の名前を声にだして確認する。
ホクナリンテープ貼用時、前日の分を剥がさないで貼ってしまった。
別の患者の次の処置のことを考えながら貼用していた。
「必ず、剥がしてから貼る」を徹底する。
ポジショニングの際に患者がガントリーの中心にきておらず、ＦＯＶを２０ｃｍと小さくして撮影したた 検査手順の問題
検査手順を徹底した。
め欠像が生じた。 画像再構成によりデータの復活はできた。
ホスミシン１ｇの指示を２ｇ与薬
確認不足 知識不足
確認のルールを守る 小児の投与量について注意する
ホスミシン3日分のところを5日分調剤、監査も通過した。
確認が不十分
しっかり確認する
ホスミシンＳ２ｇバッグをパソコン画面で確認したが、準備時に開封確認せず点滴した。終了時に 業務手順ではツインバッグは準備時すぐに開通することにしているが行わなかった。
準備時には必ず開通の確認をすることを周知する。
開通されていないことを確認した。
ボタン式PEGから、濃流食注入中、液がもれてシーツが汚染されていた。注入用のチューブの
キャップが閉じていなかった。
接続部だけでなくキャップも閉じていることを確認する。小さい注入口は使用しないのでテープで
キャップが一方開放になっていた。
止める。
ホットパックの逆の面を患者にあててしまい、火傷させてしまうところだった。
新人等の教育、理解度チェック。
ホットパックの使用方法を覚えるため教育する。
ホットパックを直接手背にあててあった。発見時除去したときは症状がなかったが、２時間３０分後 ・観察が不十分 ・物理的な環境や設備上の問題点
タオルをなぜ使用する。徹底する。自分で訴えができない患者には30分から1時間で観察に行く。
発赤水疱があった。
ホットパックの設定温度を下げる。
ボディキャストを装着している患者のベット周囲に石膏の粉が落ちているのを発見し、ベット周囲 ・ギブス装着患者の援助不足
・患者の立場にたった援助方法について再教育
の整備はしたが、キャストの辺縁の処理状態は確認せずにそのままにした。次の勤務者も本日に
除去するからとそのまま放置してしまった。
ボトル更新に行くと、チャートではＫＮ３ＢなのにヴィーンＤがつながっていることに気が付く。医師 輸液チャートを持参してつないでいない。部屋に訪室してもボトル等の確認がされていない。
ボトルの更新時は、必ず輸液チャートを持参して示唆呼称確認を行う。部屋に入った時はボトル・
に報告し指示を受ける。
ルートの接続・輸液ポンプ等を確認する。
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具体的内容
ポラキス２ｍｇ・ガスターＤ２０ｕｇを１錠ずつ与薬する予定が、２錠ずつ与薬した。
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背景・要因
改善策
患者は現在全介助の状態で、意思の疎通も図れない状況であり、内服は看護師管理となってい 本人のところに１日分セッティングされている薬については、ワークシートにもその旨を記入してお
る。薬のカートに患者用の内服薬が入っているが、日中の担当看護師が１日分（当日昼から翌朝 く。投与前に、フリーの看護師に内服させたかの確認を必ずする。
まで）準備し部屋に置いてあった。寝る前の薬も用意されており、２１時過ぎの見廻りで薬が残って
いたため、まだ内服させていないと思い込み、その場で内服させた。夜勤フリーの看護師に内服さ
せたことを伝えると「さっき内服させた」とのことで、二重に投与したことに気付く。ワークシートに
は、薬名のみ記入されており、本人のところに準備されているとは記入されていなかったため、フ
リーの看護師はカートより準備して投与してしまっていた。
ホリゾン１／２ＡＩＭを注射するところ、思い違いホリゾン１ＡＩＭを注射した。 カルテに記載する際、 他にホリゾン１ＡＩＭの患者がおり、思い違いして指示の確認を怠った。
注射の実施前は、必ずカルテを見て指示内容を確認する。
前の記載内容を見て誤りを発見した。
ホリゾン筋注の指示を静注した
業務手順、チェックの問題
指示簿の確認の徹底
ホリナリンテープ２ｍｇを０．５ｍｇと思い込み与薬する。家人が気がつき交換する。
業務手順の確認
処方の再確認。
ポリペク（内視鏡的試験的切除）後の患者に点滴内へトランサミンＳ５００ｍｇの指示があり、トラン トランサミンＳ１Ａが１０００ｍｇ（１００ｍｇ／ｍｌ）という事の知識不足。トランサミンＳ１Ａの表示をしっ 看護部では新採用オリエンテーション教育以外に独自でオリエンテーション教育を行なっている。
サミンＳ１Ａが５００ｍｇと思い、１Ａ＝１ｇを点滴内へ入れてしまう。
かり確認していない。
薬剤部による注射、内服薬に関する研修で「アスパラＫ、トランサミンＳの容器の外見が類似」して
いることを知らせているが、この時に書画カメラ等を使用し、トランサミン１Ａが１ｇ（２００３年３月で
トランサミンＳ１ｇは１０％トランサミンとなる）であることを知らせる。容量が不明な時は、必ず他の
ナースに確認する。
ポリペク１泊入院で午前中に腹部エコー予定であったがチーム外の看護師が朝食を配膳してしま 夜勤のメンバー全員が患者の情報把握に努める
お互いの情報提供する 検査処置の前の確認の徹底
い摂取した
ポリペク施行し、後日腹部ＸーＰの結果で食事を出すとの指示も、深夜でカルテ裏に食伝が入って 同室に食事開始のＰｔがおり、勘違いした。カルテ裏に前日用意した食伝が入っていた。前日Ｎｓは ・カルテの中に指示のない伝票などを入れない ・指示簿、リーダー帳、看護記録等の確認をして
おり、前日者が出し忘れたと思い込み、食事を出してしまった
食伝を用意したが、ＸーＰの結果で、との指示になったのでカルテ裏に入れた
から行動に移す
ポリペク目的で入院した患者様。既往にＨＴあり当院で内服処方してもらっていたが今回持参して 転記間違い。
確認を充分に行う。
おらず、また残薬も少ないため新しく処方となった。しかし、入院時の内服薬の写しが間違っており
そのまま薬局に処方依頼となった。結果、患者より間違っていると指摘され気がついた。
ポリペク予定の患者が1週間前より抗血栓薬が中止されていなかった。
病棟看護師と、外来看護師のコミュニケーション不足による、情報伝達の不備
検査前の予定表を作成し確認を行う
ホルター心電図装着中に、CTの検査をしてしまい、ホルターを一時はずして、CT検査終了後に再 検査当日の朝のオーダー確認が不十分で、別紙の検査予定表やホワイトボードの確認を謝った。 １．検査予定をオーダー表に転記すること。２．オーダー表だけでなく、所定のホワイトボードの検
装着した。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。
査予定や、検査予定表の有無の確認を行うこととした。
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ１２．５ｍｇのところ２５ｍｇ施行してしまった
予測指示欄の見間違え ｍｇの種類を全種類知らなかった
規格の学習 指示確認の強化
ボルタレン１錠１０回分の処方のところを誤ってロキシニン１０錠を調剤してしまった。 今回はボル 調剤ミス、別物調剤、確認不足、思い込み
今後、このような思い込みによる調剤ミスを防ぐため確認の徹底を行う。処方箋との照合・確認の
タレンとセルベックスCapの組み合わせの処方であったが、普段はロキソニンとセルベックCapの組
徹底。
み合わせの処方をよく見かけるためボルタレンをロキソニンと思い込んで調剤してしまい、監査で
も抜けてしまった。
ボルタレンゲルを処方するところにボルタレン坐剤をオーダーした
同じ薬剤名、剤型違いの採用薬の問題
オーダリングの薬剤選択画面で、剤型の違いが区別し易いように表示した
ボルタレンズポ５０ｍｇ２５個の処方に対し、２５ｍｇを２５個入れてしまった。９月より継続してボル 調剤及び監査におけるチェックの欠如。 ２５個の数字が影響したかもしれない。
・声に出して確認し、薬をとる。 ・必ず処方箋の再度チェックを行う。
タレンズポ５０が処方されており、母が気付いて連絡をしてこられた。使用はしなかった。父親の受
診のついでがあり、正しい坐薬（ボルタレンズポ５０）と交換して帰られた。
ボルタレン坐薬が中止になっている患者にDr指示表に記入していなかったため、使用してしまっ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
指示変更時は指示表に記入することの徹底
た。
ボルタレン錠（２５ｍｇ）１回１錠内服のところ、薬袋に「１日３回」と記載されていることに気づかず オーダリングシステムと薬剤部内の監査システムの接続に不具合があった。 業務手順・ルール・ システムを改善した。
に調剤してしまった。患者が不審に思い看護師にたずねた事で誤りが発覚した。
チェックの仕組みの問題点（薬袋チェックミス）
ボルタレン錠３０日分の処方を３日分とオーダーした
オーダリングシステムの問題
オーダ端末の処理能力を上げる（キー入力しても反応しない場合があるため）
ボルタレン錠をボルタレン坐剤で調剤
思い込み調剤
処方箋と調剤薬を2度確認
ホルマリンに浸った検体をふ卵器に入れる際に、検体が容器の壁に付着していることを見逃してし ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・１つ１つの作業を再確認する。
まい、検体が乾燥してしまった。
ホルマリン固定液中に別の患者の検体を混入してしまい、病理業者からの電話連絡で間違いに 伝票のスケッチと同様の検体が、同一容器中にあったため、取り違えたもので、確認を怠ったた 今後はチェックを厳正に行うとともに、ホルマリン固定液中に他の検体があった場合は、別々の容
気づいたもの。
め。
器に保管するようにした。
ホルモン療法を行っている患者様に、定時に行う注射を施行せずに2時間近く経過して気が付い 通常時間で実施する点滴等は、タイマーと持ち歩くか、職種間の連携を図っておく。
上記実施
た。点滴がある事は分かっているも、時間をうっかりしてしまった。
ホルモン療法を点滴にて行っていた。終了後ヘパロックがされていた。21時ごろ訪室すると血が手 観察が不十分であった。 不必要なルートが残っていた。 患者に認識が足りなかった。
ナースステーションから近い部屋にする。 必要最小限のルートにする。
についており患者が自己抜針されていた針を一式手に持っていた。患者は手がかゆかったからと
点滴を抜いたという認識は無かった。刺入部はしっかり抜けており止血もしていたため、インジェク
ションパッドにて様子みた。
ホワイトボードに明日の尿検査の予定が書き出されており 他のチームの同姓の患者の名前を自 ホワイトボードに誤りの記入はなく 思い込んでしまった
思い込みに十分注意 フルネームで確認
分のチームの同姓の患者と勘違いしており患者に説明を行う
ホワイトボードの記載されていた時間通りに返血し、返血後に透析時間の間違いに気付く。
前回臨時透析で３時間で透析を行った為、本来３．５時間のところを３時間で計算してしまった。 時間の確認をしっかりする
（誤った思い込みによるものである）
ポンタールシロップの処方で、「１回５ｍｌ５回分」のところを「１回２０ｍｌ５回分」とオーダーした。
頓用の処方との普通処方の様式の違いが理解できていない。
あまり多い量ならば、オーダーリングで処方監査する。
ポンプのコードがついたまま、トイレに歩行しようとして点滴台が倒れ患者もそれにつられ転倒しそ 医療機器のコードの問題
患者の理解力、判断力が乏しいとアセスメントしていながら、予防策がされていなかった。
うになった
ポンプを外した時ラインのクレンメを閉めなかったので、急速に点滴が入ってしまった
担当医の注意不足プラス看護師の確認不足
注意喚起
マーゲンチューブが自己抜去されていた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
観察徹底 訪室回数増
マーゲンチューブの自己抜去
身体がずり落ちており抑制の意味がなかった
抑制の工夫 看護のプロセスの見直し スタッフの教育、訓練の実施
マーゲンチューブは○月から挿入されており、誤抜去は今までなかったが、ＡＭ3時過ぎ、ナース 患者要因と思われる
意識レベルなどの観察を密にするよう指導した
コールあり訪室すると、マーゲンチューブが抜けていると報告される。「熟睡して，無意識のうちに
布団と一緒に引っ張ったような気がする」と話される。
マーゲンチューブを自己抜去される
一度自己抜去されているのに、抑制の確認不足。
患者周辺の環境確認の徹底
マーゲンより内服を注入している患者であった。アレビアチン、ニューロタン、サアミオンなどの薬 アレビアチンが何の薬かは知っていたが、大切な薬だという認識がうすかったと思います。またカ 薬のマニュアルを見て、薬についての知識を再確認しました。これからは疑問におもったことは同
が○月９日までの処方になっており、その後の分は入力されておらず、本日１２時ごろ投薬のNS レンダーに夕方からセットされているのを見たときに、なぜ夕方からセットしたのか確認を怠ったた 僚にきちんと確認したいと思います。
が気付き、Dr報告し、至急入力してもらう。その後、リーダーより、「おそくなってもいいから昼の分 めと考えます。
のアレビアチンは注入して」と言われていた。しかし、カレンダーに夕方よりセットされているのをみ
て、勝手に判断してしまい、昼分のアレビアチンを注入しなかった。
マーズレンＳ １．０ｇ／２Ｘを朝食後内服により与薬する予定が、マーズレンＳ１．５ｇ／３Ｘを朝食 指示受け、薬札作成時にＭａーＳ１．５ｇとあり、３Ｘと思い込みで記載した。実際の指示は１．５／２ 処方量とＸ数を必ず確認する。余裕を持ち業務を行う。
後内服により与薬させようとした。
Ｘででていた。薬が処方され確認時も０．５ｇ包できていたためそのまま整理してしまった。（本来は
薬室への問い合わせ１．５ｇ／２Ｘなら０．７５ｇでくるはずなので確認する。またＤｒへ処方確認すべ
きだった。）深夜ナースが気づき、３Ｘで行うことはなかった。
マイコＩｇＭ試験の検査２件実施し、結果が１件は陰性、もう１件は陽性であったが、結果の入力時 検査結果の確認操作時に、再度判定結果を確認を怠ったため。
検査結果を入力する際は、流れ作業的にならないよう確認を十分実施すること。特に数件同時に
に２件とも陰性と入力してしまった。その後誤りに気付き訂正後、病棟へ連絡しました。
ある場合は注意すること
マイコプラズマ抗体の指示を抗ミトコンドリア抗体と間違って指示受けしてしまった。医師が結果報 確認不足。
ダブルチェックの徹底。
告の伝票を見て気づいた。
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具体的内容
背景・要因
マイコプラズマ肺炎にて入院中の２歳女児。点滴ＳＴ３Ｇ３０ｍｌ／ｈにて経過中の児。深夜勤務で、 確認ミスの問題
申し送り後２時３０分頃ラウンドの際、点滴ラベルには３０ｍｌ／ｈと速度の記載があったが、輸液ポ
ンプの設定は２０ｍｌ／ｈになっていることに気が付く。その時点で速度を３０ｍｌ／ｈに変更し、当直
医師に報告した。
マイスタン細粒の調剤前に前の調剤と思われる黒い粉が混入していた。1ヶ月外来に家族が持参 器機の清掃等をしているが、細部に渡って行うのは無理な点があり、取り除けなかったものが、混
してわかった。再調剤をし、経緯を説明、謝罪をして納得して頂いた。履歴を確認し、漢方が混入し 入したと考える。監査の不備。
ていたようだ。
マイスリー５ｍｇ１錠１×１４日の処方のところ１錠足りなかった
検薬時の確認が不足していたため、薬の不足となった。
マイスリー９日分の指示を７日分で調剤、看護師が気づき再調剤する。
薬袋には９日と記載してあったが、マイスリーは７日分の処方が多いため調剤者は７日分と思い
込んでいた。監査時にも見逃した。
マイスリー錠を入れるはずレンドルミン錠を入れてしまい 患者が飲み続けていた 再診時に患 自己の注意不足
者より指摘あり 誤薬に気づく 患者はこれ効かない といわれており処方変更されたものと思っ
て服用し続けていた様子だった
マイスリー内服し、入眠していた。ナースコールがあって、患者の部屋に行くと、「点滴がトイレに行 患者の状態把握不足 患者の持参物品（危険物）の管理
くのに邪魔だからナイフで切った。」と。果物ナイフが床に落ちていた。
マグコロール服用の指示あったが２Ｌで１袋を溶かしラキソベロンを入れ与薬してしまった
マニュアルを確認せず自己の思い込みにより行動してしまった
マグコロール服用の指示があったが２Ｌに１袋とラキソベロンを溶かし服用してしまった 本来は２ 手順の確認不足
袋を１８００ＭＬに溶かし最初の２００ＭＬにラキソベロンを混ぜるべきであった
マグネゾール１０ml／ｈを滴下与薬する予定が、投与されていなかった。
マグネゾールの点滴がなくなったので追加することになった。なれていない自動ポンプの機種で追
加するのは（セット交換）はじめてであった。ポンプ内にまっすぐセットするとあり、それにそってセッ
トして開始し、患者とともに確認していった。
マグネゾールとルテオニンを点滴している患者の左手より、サーフロが留置されていたが、２週間 留置してすぐならば、血中濃度は上がっていないだろうと思いこみ施行してしまった。深夜帯の業
以上留置されていたため、さしかえが必要と判断した。当日は採血の指示が出されていたため、 務は終了しておかなければという思いがあった。
サーフロを右手にさしなおし、サーフロから採血後に点滴のルートを接続するつもりでいた。サーフ
ロ挿入後、シリンジを接続し採血しようとするも、血液がなかなか引けてこず、サーフロ内が凝固す
ることをおそれ、サーフロよりの採血をあきらめ、点滴のルートを接続し、点滴を開始した。左手か
ら採血するには、ついさっきまて点滴が挿入されていたため、正確な血中濃度が測れないと思っ
た。右手にはすでに点滴が挿入されいたが、挿入して１分経つか経たないかだったため、右手より
採血しても、血中濃度に異常はないだろうと、安易に考え急いで右手の正中より、採血してしまっ
た。その後、他のスタッフより、マグネゾールの血中濃度が異常値であることの指摘を受け、採血
の手技に誤りがあったことに気がついた。
マグミット錠250mgを330mgで調剤
急ぎの調剤であせっていた。
マスキュラックス2mg投与の際に、溶解剤のみを投与した。担当看護師が他の作業をしており、指 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点の問題で、指定薬剤はその場で看護師が溶解調
定された薬剤を溶解する前に既に溶解されたものとして、担当医が投与してしまった。術中、薬剤 整し、担当医に伝え渡す。担当医も指定された薬剤であることを、担当看護師と確認する。医師ー
使用済みアンプルの確認作業中に発見した。短時間で判明したために、患者には影響は無かっ 看護師のダブルチェックが不徹底である。
た。
マスクをした患者の頚部撮影で、マスクにワイヤーが入っていて、再撮した
十分確認
マッシュ食に魚の骨が混入していた。患者が食べる前に気がついたため特に影響はなかった。
業務手順・ルール・チェックの仕組みの問題点
マッタ君が作動したため訪室するとベッドの右側に座り込んでいる。靴を履いておらずベッド柵が 認知力に低下 運動機能の低下 入院環境への適応が不十分
外れていた
マットに移ろうとして転倒。左肘擦過傷。
動きやすいポータブルトイレ
マット上で膝歩きの練習終了後、患者が「あっ」と訴え、足背の様子を確認すると擦傷（５mm程度） 皮膚とマットが擦れて傷ができてしまうことへの配慮が足りなかった。
があった。
マドパー錠が昼食後０．５錠昼食後に分包しなければいけないところ、夕食後で分包されていた。 院内処方が中心で会計終了後処方箋が届くため待ち時間がかなり発生する。その待ち時間を出
薬袋は昼食後になっていた。間違いに気づかず患者に渡してしまったが患者はいつも通り昼食後 来る限り減らそうとするあまりに焦ってしまう傾向にあります。また、外来患者数にも左右され、監
に服用された。
査とのダブルチェックが困難な場合が時々発生するのが大きな要因だと考えます。
マニジップ錠20mgを10mgで調剤
朝10mg夕20mgのしょほうだったため
マルクセットを払い出したところ、穿刺針の組み合わせが悪く、針先が出すぎていて危険であり、 セットを組む際、複数のセットがあったため、同じものと思い込み、良く確認しなかった。
使用することができなかったと病棟より指摘があった。スタッフの誰が組んだセットか特定できな
い。
マルチＣＴを１人の患者に対して２回（別患者のオーダも）撮影してしまった。 Ａ氏の撮影（単純の ＣＴ室には技師２名と看護師１名が勤務している。診察券で患者認証行うことになっているが、効
み）が終了し、看護師の介助で検査台から降り、待合室で待っていた。技師が交代しＢ氏を呼び入 率よく業務をしようとして名前を確認後、早めに診察券を預かり、診察券でＩＤや氏名の読み込み
れオーダどおり単純撮影を行い、看護師に造影剤の点滴を依頼した．看護師は、姓を呼び患者確 をした。そのためＣＴ室に呼び込んだ患者を診察券で認証することができなかった。また、看護師
認をしたところ患者は「はい」と返事をし、点滴はここにしてほしいと部位を指定した。造影の撮影 はＡ氏を介助して検査台からおろしているにもかかわらず、顔をおぼえておらず、Ｂ氏だと思い込
が終了し、出来上がったＡ氏にフィルムを渡す時にＢ氏と同一人物だと認識していたことに気が付 んだ。まさか２回もＣＴ室に入ってくるとは思わなかった。
いた。
マルファ液３０ｍｌ／１２日分とすべき処方を３５０ｍｌ／１２日分とオーダーした
オーダリングの問題
マルファ液とトロンビン液を渡さなければいけないところ、水薬はマルファ液のみと思い込みトロン 内服薬を渡す際にカルテでの確認が不十分であった。カルテ上は28日まで内服の指示であった
ビン液を渡し忘れた。患者様に説明し謝罪し了解された。
が、検査等で内服できず残量があり、口頭にて飲みきり中止の指示があった。口頭での指示が
チームスタッフにしか伝達されていなかった．そのため他チームのスタッフが配薬した際に渡し忘
れた。
マンニットール点滴150mlの指示であるにもかかわらず、一瓶300mlであることの認識が不十分で マンニットールについての知識不十分であった。点滴量の初歩的な確認不足といえる。一瓶150ml
あり、そのまま点滴していた。３時間での点滴指示であったが、指示の50ml/ｈでもなかなか薬液 との思いこみもあった。
が減らない事に疑問を抱きながらも若干滴下を早めて点滴を続けていた。２時間40分経過した時
点で一瓶300mlであることを指摘され間違いが発覚、すぐに点滴中止する。結果、200ml投与して
いた。患者に異常所見はなし。脳外担当医師へすぐに報告し、様子観察となる。
マンモグラフィーにおいて、カッセテの入れ方を間違え、再撮。
確認不足
マンモグラフィーの撮影において、フォトタイマーの位置の確認をせずに撮影したため、出力フィル 前の検査終了時に、フォトタイマーを定位置に戻さずにそのままの状態になっていた。また、検査
ムの濃度が不足してしまった。患者に説明後、再撮影をし提出した。
前にも定位置にあるかどうかの確認作業を怠ったため発生した。
マンモグラフィー撮影時撮影したフイルムを現像したが、乾燥不良となって出てきた。自動現像機 SPDシステムの社員が配送時違うフイルムを配送してしまった。 診療放射線技師がフイルムの
には不良はなく、原因はフイルムが同メーカー違うものであった。本来「MIN-R EV」を使用してい 種類が違うとは思わず確認せずに使用してしまった。
たが、「MIN-R 2000」がフイルム保管箱に入っていた。SPDシステムの社員が配送時違うフイル
ムを配送してしまった。患者に謝罪をし、再度撮影をさせて頂いた。
マンモグラフィ撮影後、フイルムに名前を焼き付ける際に、受診者名を ひとつ前の受診者の名前 現像の際の確認不足。
を焼き付け、放射線医より指摘を受ける。
ミエログラフィー時に髄液採取をし、検体を提出するはずだったが、検体を提出し忘れたため検査 検査が終了し、直後より他業務（ＯＰ患者の迎え、入院受け入れ）があったため、検査後物品の後
できなかった。
片付けをするのが遅かったので他看護師が片づけをしてくれていた。物品が片付けられていたた
め、検体提出も忘れてしまっていた。翌々日に気がついたが、検体は残っていた。
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改善策
訪室時には必ず点滴内容及び速度の確認を行なう。

調剤後よく掃除行う。調剤後の監査を確実施行し、異変に気が付いたら、調剤し直す。
検薬時には十分確認をすること。
処方箋と薬袋の確認を必ず行なう。思いこみの排除をする。
注意深く調剤する 多忙時も落ちついて監査する
患者の行動監視を厳重にした。離床監視装置を装着 ルート類は、抜く
必ず確認すること。マニュアルを見て行動する事。
誰かに聞いて手順を確認するのではなく 手順マニアル等きちんとっした信頼できるもので確認し
実施すべきだった
初めて行う時は、他のスタッフに声をかけて確認していく。
サーフロが留置されている腕からは採血は行わない。採血に限らず、少しでも疑問に思ったことが
あれば、他のスタッフに相談する。サーフロの留置の都合で両腕からとも採血が不可能と判断した
場合には、採血を日勤で行ってもらうようにする。

2規格ある医薬品についての知識の涵養、棚表示で2規格あることのインフォメーション作成
担当医師、看護師双方でのダブルチェックを徹底する。

確認
手順変更
ベッド柵を4点にする
不可抗力
靴下うぃはいての練習。頻回の足部のチェック
現状で可能な対策は監査の強化 早期にシステムやハード面の改善
2規格ある医薬品は、監査へ渡す前に再確認する
セットを組むときは、マニュアルに沿って組むように確認しあった。
取り決めを遵守する。
・ＣＴ室に呼び入れる時点で診察券を受け取り、確認をする。
前患者本に名乗っていただく。

・名

用量オーバーの場合、ワーニングをかける
内服薬を渡す際にカルテでの確認を行う。チームのスタッフに声掛け、確認をする。

確認の徹底 施行前に再度「間違いは無いか」との疑いをもって確認する

確認
必ず撮影前に確認することと、撮影後には定位置に戻しておくことを実施するようにすること。
SPDシステムに今後間違いの無いように対策を依頼する。 フイルムを開封するとき間違いでない
か確認する。
撮影者が責任を持ち、確実な作業手順・保管を実施する。 担当者間での作業手順の再徹底。
検体は決まった場所に保管し、誰が見てもわかる場所にする（検体入れを作成した）。検査前にラ
ベルを準備しておき、目につくところに置いておく。検査後、速やかに検体提出すること。
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具体的内容
背景・要因
ミカルディス（４０）１Ｃ、コバシル（４）１Ｔ、カルデナリン（２）２Ｔをｖｄｓ（２０時）に時間毎処置にて準 １２月１６日から、他病院の薬から循環器内科の内服薬変更と指示があり、指示受けした際時間
夜帯の看護師が与薬する予定が、実施しなかった。
毎処置板のｖｄｓ（２０時）の欄に名前・病室名・チーム名・薬剤名を記載した。しかし、ｖｄｓの薬札を
保管分とセット分のボックス合わせて２枚必要なのに対し、１枚しか記入していなかった。そのた
め、保管分にのみ薬札と薬剤が用意されただけであった。さらに時間毎処置板からも消されてい
た為、１２月１６・１７日分のｖｄｓ薬が与薬されていなかった。
ミキサーのガラスコップの破損 ガラスのかけらがミキサー保管コンテナの中に落ちていた。
取り扱いの不備

改善策
ナース管理でｖｄｓを与薬する場合、必ず薬札が２枚あることを確認してから薬の整理をする。指示
受けのときも必ず２枚書く。処置板に記載のとき、変更時や開始日を記載した方が薬や薬札がな
いことで処置板から消されることもなくなると思われる。

・洗う時はシンクの端や蛇口に当てないようにする。・消毒後 消毒液を捨てる際コップを取り出し
て行う。・保管コンテナから取り出す時 コップ同士がぶつからないよう注意する。など
ミキサー食、鮭の煮魚（盛り付け後）に鮭の骨らしき物が混入していた。骨は原型でミキサーには ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
盛り付け時調理食品はもちろんの事、使用器具、作業する職員の衣類に異物がついていないか
かかっていない様子で盛り付け時おぼん等に付着した骨が混入した物と考えられる。
再度確認し業務を遂行する。
ミキサー食のサツマイモの中に異物（スチールたわしのかけら）が混入していた。と電話連絡が
食器洗いの手順に問題あり。
必要なとき以外はたわし類を現場に持ち込まないように出来るだけ食品に近づけないようにしま
あった。
す。 使った後はよく水洗いをして、かけらが落ちないかチェックするようにする。
ミキサー食の方の主食におかゆの粒が混入していた。
おかゆとおもゆがそばに置いてあり解りにくくなっていたがそのことを説明しなかった。こぼれたと こぼれたときには周りも確認する。誰が見てもわかりやすいようにする。
きにお膳ごと確認するべきだった。
ミキシング時の注射簿の見落とし 上司より薬液量の確認を聞かれ見落としに気付いた。 本人が 本人の見落とし見間違いによる問題
すべての事に対して、何回も確認するよう努める。
理解できない為、説明していない。本人変わりなし。
みそ汁に小さい虫が入っているのを介護職員がみつけた
虫が浮いていたのでついた後混入したとおもわれる
異物混入を確認しながら蓋をしめる。
ミトンをはめていたが外そうとして手をバタバタさせラインに引っ掛かりそうになるため外して様子 観察不足 判断間違い
危険動作が見られなくても目を離す時は抑制や他の看護師に見ていてもらうようにする。
を見ていると静かになったのでそのまま他の患者のケアを行うために傍を離れ戻ってみるとＮＧー
Ｔを抜去していた。
ミニトラックの自己抜去
痰の吸引を1時間ごとに吸引していたがとりきれない場合はＣＯ2ナルコーシスにおちいることがた 吸引 サーチュレーションのモニター
まにあった。自己抜去の際も痰が噴出しており通常どおり痰を取っていたものの、そのときはもっ
と頻回の吸引が必要だった。
ミニ移植後の患者で、予防的にゾビラックスが１錠/１×１の内服が開始になった。看護師管理で 先生から内服開始するが、以前より減量と指示あり。看護師の間には伝わっていたが、母親には 新しい薬が始まるとき、量の変更のときには必ず母親にも説明、確認をする。１日分のセットを渡し
与薬を昼にしていた。しかし本人もちの残薬があり、以前２錠/２×１で内服していたため、母親が 伝えていなかったのが原因。
１日量がわかるようにする。
夕方にも内服させていた。
ミニ小鉢（ひじき煮物）に髪の毛が混入
確認不足
衣類などに付着した髪の毛をスタッフ同士で注意し確認する 調理中や盛り付け時には異物混入
が無いか注意して作業する
ミノサイクリンを5%ブドウ糖で溶解し、静注する指示が、カルテにされていた。しかし、パソコンオー DRがカルテとパソコンオーダーを間違えていた。 日勤NSが、カルテと注射ワークシートを十分確 DRに注意を促す。 点滴作成時は、カルテも確認する。
ダーはミノサイクリンを10%ブドウ糖で溶解する指示であった。そのため、日勤NSは気付かずに、 認していなかった。
10%ブドウ糖で溶解し静注した。 準夜NSと深夜NSの申し送り時に間違いが判明された。
ミノマイシン１００mgと生食２０mlを払い出すべきところを１００mlを払いだしてしまった。病棟看護師 ミノマイ１００mg 生食２０mg
と記載されているが、字がわかりつらかったため、ミノマイ１００ 処方箋を確認する習慣をつけることとした。
が溶解したところで間違いに気がついた。
mgを生食１００mlと勘違いした。 注射処方箋が手書きのため、字が読みつらいことがある。
ミノマイシン１V・テルモ生食１３００ml１袋、潅流内に投与の処方があり、生食はいらないと思い込 通常ではなかなか出ない指示であり判断を誤った。 ダブルチェックが出来ていなかった。
分からない事を聞きやすい環境の整備とダブルチェックの徹底
みミノマイシンのみを病棟に上げる。 病棟より生食がないとの連絡があり思い込み気づく。
ミノマイシン３グラム分二３日を分三にて調剤する
メッセンジャーの最終便で処方箋がたまっておりばたばたしていた
忙しい時間帯ほど処方をよく見る必要があった １７時からの体制を強化検討する
ミノマイシンを青ルートから与薬する予定が、イノバン・ドブトレックスが持続点滴している茶ルート 与薬ルートを一緒に確認した看護師が循内チームのスタッフではなかった。循内チームの看護師 複数のルートから点滴が行われている場合、迷ったときは担当看護師に相談する。混注禁のルー
からｉｖ実施した。
には確認しなかった。ルートに（与薬すべき）フィルターがついていなかった為、抗生剤を落とした トには注意を促すようシールを貼るなど工夫する。病棟の連絡ノートを読む。他チームの薬剤を把
ら詰まってしまう→このルートは違うと思い込んでしまった。トリプルルーメンで、白ルートには、混 握しておく。
注禁のシールが三活についていたが、茶ルートにはついていなかった。病棟ノートに注意するよう
記載があったが読んでいなかった。循内薬についての知識不足。
ミヤＢＭ調剤及び交付（監査ミス）されていなかった。患者の指摘により発覚した。（調剤を要する 今回の処方時薬品の在庫不足があり、その対応に気を取られて注意力が欠けたためと思われ
処方箋の確認の喚起。
ものと既製品の散薬２種類のうち、既製品の薬のほう）
る。
ミリステープ1/2枚/2×1の指示があり、指示通り1/4枚を貼付したが、フィルムの一部分を剥がし ミリステープをカットして使用するため、フィルムが数枚に分かれてしまう。準夜帯で照明を落とし 与薬を行う際は、適度な照明に合わせてから行う。テープを貼付する前に、しっかりフィルムが
忘れたまま貼付してしまった。次のミリステープを貼付する際、貼ってあるテープを剥がした看護師 てあり、フィルムの残りがあることに気付けなかった。その時間に行わなければならない処置がい 残っていないか確認をする。
がフィルムの一部が残っている事を発見した。患者の循環状態に影響なし。医師に報告し、経過 くつかあり、焦っていた。
観察となる。
ミリスロール１４ｍｌ／ｈで投与していた患者。看護師は薬剤追加時指示書が見たらず重症チャート ・薬剤追加時に指示書での確認していない。
・必ず指示書での確認を行う。
で確認する。重症チャートには「ＮＴＧ」と記入されており、慌てていた為「ＮＴＧ］＝ミリスロール（ニ
トログリセリン）をニトロールと取り違え投与。勤務終了後看護師は自宅で気付くが既に全量投与
されていた。患者のバイタルサイン等の変化は認められなかった。
ミリスロール注が5ｍｇ10ｍｌの指示であるが、100ｍｌのボトルがあがってきていた。翌日のＤＩＶをＰ 思い込み
ｱﾝﾌﾟﾙﾋﾟｯｶｰの導入
Ｃと照らし合わせて準備する際気付き交換してもらった。
ミルクの指示が変更があったが、前回の指示通り投与した。投与後リーダーに報告し間違いに気 確認不足 チェックの問題点
投与前に再度確認する。
づく
ミルク注入時気が付くも、気管チューブに手を当てて，抜管寸前であった。酸素飽和度50ー60であ 体動著名な患児のため、上肢抑制しているも外れていた。
抑制の観察を、体動時のみでなく定期的に行う。
り。胸上がり不良にて再挿管する。
ミルク用冷蔵庫の扉が開いていた。 冷蔵庫の温度は５℃で問題なく、ミルクも使用できた。 閉め 確認不足
開閉時の再確認をきちんとする。
忘れた、当事者は分からなかった。
ムコスタ錠12Tを18Tで調剤
6日分と思い込んで調剤
処方箋と調剤薬を最終確認してから監査へ
ムコソルバンをムコサールへ変更した際、3T/日⇒1T/日へ変更したため 分3⇒分1へ変更必要 ムコソルバンからムコサールの変更が大量に発生したため。
注意力不足と多忙な外来。電子カルテの導入。
も分1の記入をしなかった。
ムコダイン、メプチン混合のシロップを12月31日分まで母管理で与薬して頂いていた。12月30日の 医師の指示が1日3回内服の記載になっていたがPC上は1日2回のオーダーになっていた。指示を 医師の指示した記載内容と実際に上がってきた内服薬、PCを確認する。
昼食時に母から薬が夕からないといわれ母に確認すると、1日2回服薬するシロップを1日3回飲ん 受けた看護師がカルテ記載の内容と薬局から上がってきた内服薬との照合ができていなかった。
でいたとの報告を受ける。
ムコダイン錠、朝食後と就寝前の2回であったが就寝前の調剤を忘れた。
注意力不足
処方箋上から推測あされる薬袋の数確認
ムンテラのため車椅子移動した際、点滴台を移動するとき突然点滴台が下がり輸液ポンプにあた 機器の管理
点滴台の固定をしっかり確認する。
り針が折れボトル内に入り込んだ。異常なし。
メイアクト細粒１８０ｍｇのところを９０ｇとオーダーした
処方医の勘違いとオーダーシステムの問題
ありえない処方量にワーニングをかける
メイアクト小児用細粒の用量を１．３５ｇとすべきところを０．４５ｇとオーダーした。（１回３ｍｇ／ｋｇ 処方医の勘違い
薬用量の情報を周知する
１日３回を１日３ｍｇ／ｋｇと勘違いした）
メインの点滴が滴下不良で，フラッシュしたところ，誤ってメインに側管からいっていたカタボン（４ｃ カタボンの取扱上ルールの逸脱（単独ルート、フラッシュ，早送り禁，側注禁など） 本人の単純な スタッフ全員にカタボンの取扱の再教育
ｃ/ｈ）の方でフラッシュしてしまった。間違いに気付き、ＢＰ測定したところ180代にＵＰし、動悸も出 ルートの勘違い
現したため、主治医に報告してカタボンを３ｃｃにｄｏｕｎし，15分後に症状消失した。本来、カタボン
は単独ルートにする取り決めだったが守られていなかった。
メインの輸液作成中１０％ＮａＣｌ０．５Ａを１Ａ混入してしまったため主治医に報告そのまま静注可と オーダーの確認不足
オーダーに一つの薬液を混入する前にチェックを記入する
のことで施行
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具体的内容
メインはアミノフリード500mlにヘパリン700単位で、11時から17時投与であった。13時に抗生剤を
側管から投与し、患者が座った状態で速度を合わせる。この時、メインの残が300mlであった。抗
生剤をつなげたことを忘れており、15時過ぎに訪問すると抗生剤もメインも残のない状態であっ
た。患者は臥床していた。17時から23時分をつなぎ、バイタル測定する。バイタルに異常なし。リー
ダーや医師に報告し、経過観察の指示をもらう。
メインより電解質を別ルートで輸液ポンプを使用して昇圧剤を投与していた。輸液ポンプが気泡の
ためアラームが鳴り何度かクランプして気泡を取り除いた。その際にメインに輸液ポンプを付け、
昇圧剤のルートはクレンメを全開にして投与してしまった。患者が吐気を訴えたため別の看護師が
確認するとメインにポンプがつながっている事を発見した。
メーカーで不具合のあった人工呼吸器の基盤を交換し問題ないとして使用していた。患者の体を
動かしたら、コンセントに繋がっているのにバッテリー作動と画面表示が出た。作動停止の可能性
があるため、直ぐに別な器械と交換した。前回、使用中作動停止し、メーカーで部品欠陥交換をし
たばかりの器械だった。前回の事例後、突然の故障に対応できるよう予備を設置してあったので、
対応できた。
メキシチール２Ｃａｐ２×朝夕→１×朝とした。
メキシチールcapをメトレキシンcapで調剤
メジコン散４５ｍｇのところを３ｇ（＝３００ｍｇ）とオーダーした
メソトレキセート5mgのセット忘れ
メチコバールの注射の際、隣のボックスに入っていたメチロンを間違って注射した。翌日患者より
「昨日の注射は色が違っていた」と指摘があり間違いが発覚した。患者には異常なく経過された。

背景・要因
確認不足 不注意 物忘れやど忘れ

改善策
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど) 抗生剤をつな
げたら終わる時間を行動計画にメモし忘れないようにする。患者の体位に注意し、滴下が変わる
可能性がある時は頻回に合わせに行く。患者にも体位により滴下が変わること伝えておく。

輸液ポンプを使用した場合にはルートチェックを行うが、器材の設定のみだけの確認では不十分 輸液ポンプに設定する際には点滴内容がわかるように明記する。ルートのチェックを行う。
であった。
前回事例後の対応策どおり実施したが、直ってきたはずの器械がまた誤作動したことは予測しき メーカーに直ぐ連絡し、院内にある同機種は全て回収してもらい徹底して原因を追究してもらうよう
れなかった。
に依頼した。その間、同機種では不安なので、別な機種を代替してもらった。

不注意。
自信のない時は、本を見て確認する。
名前の類似
確認
オーダリングの問題
用量オーバーのオーダーにはワーニングをかける
メソトレキセートの200mgが欠品していたためそれと一緒に調剤しようと思ったがセットを忘れた
抗がん剤の欠品から発生した問題である。抗がん剤の在庫管理を再検討する。
・他の部署より助勤にきている看護師で、患者の事について知識がなかった。 ・中央処置室のシ ・薬の保管状況につて点検し、不必要な薬剤は極力置かない ・アイウエオ順の入れ方を止める
ステムに慣れていなかった ・薬剤の保管状況がアイウエオ順になっており、間違いやすい ･指 ・患者名･薬品名を呼称しながら実施する
差呼称をしていない
メテバニール２ｍｇを１２時に与薬する予定が、同姓の他患のメテバニール２ｍｇを与薬した。
時間毎業務を行っていた。業務板には部屋番号、フルネームが記入してあったが思い込みで与薬 声出し確認、指差し確認を行う。
してしまった。
メトレキシンcapの100mg規格を50mgで調剤
採用医薬品が、メトレキシンcap50mg、100mgとメキシチールcap100mgが採用になっているので注 2規格採用医薬品を処方箋上に表示がシステム上でできるよう改善を依頼
意が必要
メニューの間違い
思いこみ
確認
メプチンエアーをメプチンキッドエアーを投与してしまった。患者の指摘により気付く。
業務手順の確認
調剤時監査時の再確認の徹底。
メプチン吸入液ユニットを21本のところ22本で調剤
急いでいた。
処方箋をよくみて確認する。
ﾒﾘｽﾛﾝ3Tを6Tと勘違いをして調剤した。
ﾒﾘｽﾛﾝ（6）の薬品規格の6を6Tと勘違いしそのまま調剤。
慌てないように処方箋を正確に読み取るように落ち着いて仕事をする。
メリスロン錠の処方を出したが翌日の日付でオーダーしたため、患者に薬が渡らなかった
処方医の認識不足
外来処方は当日の日付でオーダーするようにインフォメーションする
メルカゾール錠の用法を朝１回とするところを「朝夕食後」とオーダーした
処方医の不注意
患者に話したすぐに処方変更は後回しにせずにすぐに処理すること
メルビン錠３５日分の処方を５日分とオーダーした
オーダー端末の問題
オーダー端末の性能を上げる
メロペン0.5Vを生食と混注しなければならないものを、0.5ｇ混注してしまった。隣で一緒に作業して 十分な確認ができていなかった。 処方の際に医師により V（バイアル）やｍｇ（ミリグラム）など処 単位まで確認を行うことを忘れない。 処方方法を統一するよう医師と薬局へ働きかける。
いた看護師に指摘を受け気がついた。
方方法に統一がない。
メロペン１ｇ+生食100ｍｌ×２の指示が中止になり、12日よりメロペン0.5ｇ+生食20ｍｌ×４回に変更 抗生剤は生食100ｍｌで施行される事が多いため、100ｍｌだと思い込んだこと。指示箋の確認が不 何度も指示箋は内容を確認し、声を出して再確認すること。中止になった注射薬は速やかに返納
されていたが気が付かず、中止になっていた薬剤もそのまま残っており、指示箋の確認も不十分 十分であったこと
しておくこと。
で、中止となっていたほうの抗生剤を投与した
メロペン点滴後、ラインをシプロキサンにつなぎ変えたところ点滴筒、ライン内で沈殿、結晶が出 ＩＶＨの中にはシプロキサンと配合禁忌のアミノフリードが含まれていた。 点滴内に何の薬剤が
投与ルートの指示と確認 全体の処方とルートが確認できるシステムの構築
た。 ライン内でメロペンとシプロキサンの配合変化が起こったためと考えられる。 病棟看護師よ 入っているか一見して判らない。
り担当薬剤師に連絡があり発見となる。
メンタックスクリームの処方で１０ｇ２本のところを２ｇとオーダーした
オーダリングの問題
通常の処方量でないものにはワーニングをかける
モーニングケアの援助を行っていた際、本人のテーブルの近くに行くと床に座り込んでいる姿を発 座り込む前から、立ち上がったり、他入所者の方の世話をされて落ち着かなかった。 その為、何 落ち着きがない時は見守り強化を行う。
見、椅子はすぐ後ろにあった為、椅子からずり落ちたか、すわり間違えた様子、傷みの部位を聞く か気になる事があったのではないかと考えられる。
も疼痛ははっきりとせず。 医師の診察受け、様子観察のみ その後お変わりなく過ごされる。
モーラステープの処方をしたが、実際には前日に処方されたボムソレンテープが処方された。
処方箋を医事課の方に書いてもらっているため。
医師による処方箋の記入又はCP入力。
もともと３日に１回の排便でラキソセリン、テレミンソフト使用していた。○月中旬から下旬頃、便が ラキソ、テレミンなど生命を直接（緊急に）左右する薬剤であったと軽く見ていたため、中止の指示 生活パターンを維持するという事が重心児には最も重要であることを再認識。 指示受けのサイン
出なくなり翌月１日に指示が変わる。再び、11月５日に指示変更し、もとになったと思い込む。実際 は自分で受けていたにも関わらず、全く頭の中になく以前の指示と思いこんでいた。
をしたという自分の責任の重大性を認識。 指示変更の申し送りの方法を再認識し、全員に情報
はラキソのみが戻り、テレミンは一旦中止となっていたが、本日７時にテレミン１個挿入してしまう。
伝達する。
もともとの採血オーダーに後から医師が追加項目をオーダーした。スピッツは生化青とCBCのオー
ダーと追加の生化青があったため、リーダーに確認し生化青は1本でよいロ指示を受けた。追加の
生化青スピッツは必要ないと思い、バーコードに『返納』と記入し送った。その後検査室から追加項
目は必要ないのかと問い合わせの電話があり発覚した。検査は生化青スピッツ1本・CBCスピッツ
１ほんで行えたため、患者への影響は無かった。
もともと肝動注で化学療法が開始になっており、日勤で末梢点滴も追加になった。先生は末梢の
つもりだったが、担当看護師が肝動注から行ってしまった。

バーコードでオーダーと照合させるため、1つのスピッツで検査ができても、もう一つのからスピッツ なれない検査などは直接検査室などに問い合わせる。
は輪ゴムで止めて検査室へ提出しければならないことを知らなかった。

もともと動作緩慢で、小刻み歩行であり、転倒のリスクのある患者様であった。夜間不眠で落ち着
かず歩き回るため、○/25の夜よりセルシン、レンドルミン、サイレース追加内服となるも、2時間し
か眠れずさらにサイレース内服した。その後も2時間くらいで中途覚醒するも、促しで入眠される。5
時くらいから覚醒し、端坐位にてテレビを見ていた時に他患者のナースコールの対応をしていた
ら、廊下より物音あり。ふらつき尻餅をついている。
もともと徘徊、転倒のリスクも高く、低床ベット、ベット柵４点、柵に鈴をつける、ＩＣＵにて監視を十
分にしていたが、数十分の隙に、ベット柵をはずし、床に尻餅をついているところを発見。鈴の音も
聞こえなかった。
もとより、軽度の認知障害を認め、希望により眠剤を内服していた患者である。午前2時の見回り
直前にナースコールがあり、排尿誘導（車椅子トイレへ）をしているが排尿はなかった。その後2時
40分ごろ、ベッド柵が床に落ちる音がしたため訪床すると既にベッド横に患者が横たわっており、
再骨折の危険性があると考え、ナースステーションでの経過観察、医師の指示を仰ぎレントゲン
チェックがされ、骨折は認められなかった。
モニターアラームが鳴ったので患者の傍に行くとＡラインを自己抜糸していた。
モニターで動脈ラインの波型が出ていないのに気づき訪室すると、自己抜去しており、静脈ライン
も外そうとしていた。
モニタートレンドにて５分前より電極はずれていたため訪室すると、患者上半身裸尿失禁され、点
滴ライン途中から引きちぎってある。脱血なし、閉塞なし、そのまま新しく接続する。バイタル変動
なし。
モニターのアラームが鳴ったため訪床するとＡラインが抜けていた。

転倒のリスクがあり、眠剤増量にてさらに リスクの増加している患者であり、落ち着かず動いてし 交代で検温にまわり、患者から目をはなさないようにする。患者の行動パターンを把握する。
まうことはよきできたため、ナースコールは他ナースに依頼するか、看ていてもらうべきであった。

先生の指示の書き方も不足しており、担当看護師も経験年数が未熟で知識不足だった。一緒に 指示受けした時点で先生に確認も必要だった。実施者も不安に思うことは必ず上の者に確認する
働いていた上の看護師に確認する事ができず、静注リザーバーと同じ感覚でやってしまっていた。 ことと、深夜からも末梢点滴が開始になることを申しおくればよかった。

対策は十分なされていた。

プラン続行。ウーゴ君設置の検討。

・離床センサー（マッタ君）は患者がベッドから出ていこうとする際にナースコールが鳴るようになっ
ているが、特に整形外科で入院している患者の場合は、立ち上がったりと同時に転倒してしまう危
険性が高い。もし患者がベッド柵をはずした又ははずそうとしているときは、センサーが鳴るシステ
ムがあればもう少し早く患者のもとに行けるかと考える。 ・眠剤内服についてその適応と投与後
の対応の仕方を今いち度考慮する。
軽度の意識障害があったがライン抜去などを予測した行動が取れていなかった。
不安、環境不適応

・眠剤内服についてその適応と投与後の対応の仕方を今一度考慮する ・夜間帯で落ち着きがな
い等の表情がみられたときには、早期にナースステーションに収容し安全管理ができるように環境
を整える。

0時にマイスリーを飲んでいた。

頻回に訪床し行動に注意し必要時抑制を行う。
個室からＩＣＵ病室に移動

１時間ごとラウンドし点滴接続確認と、２時間ごと失禁の確認を行った。カメラのついている部屋で
あるためＣＣＵスタッフにも観察の協力を得ていく。心不全末期であり、眠剤を内服していること高
齢であることを考え、不穏状態になりやすいと頭においておくべきだった。
観察不足 患者様の傍で点滴の準備をしていたが気付かなかった。 必要時に抑制をさせていた 抑制が時々必要な患者様の観察は油断せずにしっかり観察する。
だいていたがこの時は静かにねむっていると思ったので抑制を外していた。
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具体的内容
モニターのアラームが鳴ったのでベッドサイドに行くとＳＰＯ２モニター、ＥＣＧモニターを外そうとし
ており、末梢点滴ラインを抜いてしまっていた。
モニターのアラームが鳴ったので訪床するとＡラインが抜けていた。患者様は抜いていないと言わ
れた。
モニターのアラームが鳴り、フリーのＮＳが訪室するとベッドサイドに立っていた。点滴ルート及び
Ｏ２ネーザルは引きちぎられた状態であり、ルートの血液が逆流してリネン、床に出血が多量に
あった。本人に理由を問うと「おしっこにいく」とのこと。日中は尿器でとれておりナースコールも押
せていた。１時間前に見回った時に尿意問うが「おしっこ大丈夫」とのコメントがあった。どうやって
点滴や酸素をはずしたのか問うとジェスチャーで歯で噛みちぎったと説明していた。
モニターの波形が乱れたため訪床 持続点滴の接続部が緩む
モニターはずれのコールにて訪室すると、尿管抜去し、ベット脇に立たれている
モニター観察をしていて、モニターの画面に名前があるが波形がなく、モニタリングされていない患
者を見つけた。モニターがOFFになっているのに名前が消されていないと思い、退床にした。準夜
受け持ち勤務者がモニターの用紙を見てOFFにされているのに気がつく。医師に報告し、モニター
OFFの指示が出た。

背景・要因
観察不足（睡眠中であったので安心していた）

改善策
入眠していても傍を離れる時は他のスタッフに観察を依頼する。

上肢を良く動かされる方であったので何かに引っ掛かって抜けたと思われた。 観察不足

ライン類は絡まらないように整理をする。 引っ掛かってもすぐに抜けないようにテープ固定をしっ
かり行う。
頻回な見廻り。うーご君の装着。

ＢＰＨがあり、頻尿だった。加えて夜になりせん妄状態になって、ナースコールが押せない状況
だったと推測する。

手関節に挿入されていたため緩む
充分予測できたため、離床センサー等の考慮
勤務交代のモニターの申し送りでいつもは用紙とモニターを照らし合わせて行っていたが、当日は
口頭で用紙に書いているとおりと申し送りがされた。モニターがOFFになっているのに名前の消し
忘れがあると思い込んだ。当日に患者の自室モニター画面から、テレメーターに変えられており、
テレメーターのモニタリング再開にされてなかった可能性が前勤務帯より考えられる。準夜勤務者
の担当者のモニター監視がなかった。
モニター交換時、使用患者氏名の書き換えを忘れた。 その後、医師の指示変更時、間違いが判 モニター交換時のチェック体制が曖昧であった。
明した。
モニター上ＨＲ１４０台であったため、訪室しようとしたところ病室「ズドーン」と音が聞こえた。直ぐ フラツキあり、１人での移動は大変危険であり、認識不足のある患者のため、ベッド柵で大丈夫と
に向かうとベッドの横にうつ伏せで倒れていた。（ベッド柵を自分でおろし移動しようとした様子）。 思うのではなく、病室のドアを開けて頻回に観察する、目の届く環境を整えるなどの措置がとれな
バイタル確認・意識レベル確認。当直医師・師長に報告。来棟し診察。事故後はベッド柵をおろせ かった。
ないよう抑制した。
モニター接続はずれのアラームが鳴ったので訪床するとベッド周囲が血液で汚染していた。観察 観察不足 薬物の影響
すると末梢静脈ラインを刃物で切断していた。刃物は爪切りしかなく爪切りで切断したと思われ
た。
モニター乱れあり訪床するとベッド座位になっておりルート類乱れ サーフロー自抜している
不穏の前兆あり 頻回の訪室すべき
ヤクバンを４０袋処方してしまい、１０袋に訂正したが、処方変更の連絡を忘れた
情報伝達の問題
やや不穏傾向で、ルート類にさわる仕草が見られていたので注意していたが、ＣＣＵへベッド移動 ベッド移動の際、人手は確保できていた。しかし全員が目を離した隙に抜かれてしまった。 観察
の際、胃管を自己抜去されてしまった。
が不十分であった。
ユーエフティＥ顆粒２ｇ／２×７日分の処方で２８包出すところを１４包しか出さなかった
確認不足、集中力が欠けていたため。
ユーロジン錠を１４日分処方するところを１日分でオーダーした
オーダー端末の問題
ユナシンテスト液を０．０２ｍｌ皮内注射し判定する予定が判定を実施せず、再度皮内注射を施行し 処置に途中から加わり、状況を把握していなかった。また、他Ｎｓが見てくれるものと思い込んでい
た。
た。他Ｎｓが入院受けすることとなり、自分で行おうという意識が低かった。多忙でであった。
ユナシンの皮内テストを行うのに、溶解し０．２７ｍｌ準備した。しかし、すべて施行してしまった。
知識、技術不足。全てにおいて余裕がない感じであった。注入量や皮膚のふくらみを見ていない。
ユナシンを2バイアル投与する指示が出ていたが、1バイアルしか投与できなかった。後で他の看
護師の指摘があり遅れて投与した
ユナシン溶解時、１５ｃｃで溶解の約束事になっているのに、１０ｃｃで溶解施行した。１７時準夜勤
務者に指摘され気が付く。
ユニカリックの点滴速度の間違い（1時間で150ml点滴）によると思われる低血糖、50％ブドウ糖注
射で改善
ユニット内の薬液を、診察のためキシロカインに変更していた。いつもはオリーブオイルをスプレー
する患者が診察前に処置を希望し、焦っていたのもあり、確認せずにスプレーしたため患者が違う
と怒った。
ヨード制限食に若布が入っていた
ラインに点滴を行う際に空気抜きをせずに加圧バックをセットしてしまった。患者に使用する前にス
タッフが気付いた。
ラインの接続が外れ床に点滴がたれ､血液が逆流しているのを発見
ラインをよく抜去する患者であった為、体幹抑制を行っていた。休憩時間となったので、その状況
を他の看護師に伝え、休憩に行った。戻って来たら末梢を自己抜去していた。（患者は抜いてない
と言っていた）
ライン確認時、単独ルートで行かなければならない持続点滴に、別の点滴も一緒に接続してあっ
た。
ライン確認時、単独ルートで行かなければならない持続点滴に、別の点滴も一緒に接続してある
のを発見。
ライン交換をした際に点滴の速度を調節することを忘れていた。２時間後訪室すると、時間４１滴
で落とすソルデムが時間１５０滴のペースで落ちていた。
ライン自己抜去の可能性があり、朝６時３０分より両上肢抑制し経管栄養中であった。８時２０分頃
訪室すると、ＮＧチューブが自己抜去されていた。
ライン自己抜去予防のため抑制をさせていただいていたが１時４５分深夜勤務看護師が巡回した
ときにＮＧーＴが抜去されているのを発見した
ライン抜去の危険性があったので両上肢を肘関節が曲がらないようにシーネを当てていた。寝衣
を交換する時に、末梢点滴ラインが挿入されていない方のシーネを外して行っていたら、ズボンを
はかせている時に、ＮＧーＴ抜去された。
ライン抜去を何度も繰り返していたので両上肢を抑制させていただいていたが巡回時に尿道カ
テーテルを自己抜去してあるのを発見した。
ライン抜去動作があったので抑制をしていたが、下肢を牽引中であったので体が下に下がりやす
くなっており、１５ｃｍくらい下がったのでＮＧーＴに手が届き自己抜去してしまった。
ライン抜去動作が激しいため両上肢を抑制していたが片手が抑制帯から抜けてしまいイレウス管
を抜いていた。
ライン抜去動作や危険行動の多い患者様であったので抑制をさせていただいていたがＮＧーＴを
自己抜去されてしまった。
ラウンド時 注入中のマーゲンﾁｭｰﾌﾞを自己抜去しているのを発見。ミトンはその前のラウンドのと
きにははめていたが、その時ははずされていた。もう一度ミトンをして その場を離れるが１時間後
りーダーが訪室したときにIVHルートを抜去していた。

ルート接続部伸固定をしっかりと行う
離床センサー等の設置
手順どおりに申し送りを行う。おかしいと思ったら確認を行う。モニターの操作方法の振り返り、指
導を行う。受け持ち患者のモニター監視を行う。

モニター交換を実施した場合、カルテ経時記録欄に記録することで、確認を徹底する。
ターミナルの患者であり、麻薬を使用し幻覚症状があった。メインナースステーションで常時観察
ができ、ベッドの低床としてあった。報告後は病室ドアを開放し、プライバシーに考慮しながらも観
察をできるよう指示。患者にも再度「１人で移動しないよう」説明した。
睡眠導入剤導入剤で不穏行動が起きてしまうので服薬を中止した。 睡眠導入剤導入剤を服用し
た患者様は頻回に観察する。 刃物は病院に持ち込まないように説明し協力を依頼する。
サーフロー固定をテープだけでなく包帯等でしっかりと固定する 不動手袋を装着する
連絡経路の徹底
移動中はルート類やベッドを動かす事に気を取られてしまいがちになる為、患者から目を離さない
ように注意する。
用法・用量注意コメントを処方箋に入力し、確認を十分行うこと
オーダー端末の性能を上げる
途中から加わったり、全体を把握できていない時は特に、その後の経過（誰が責任をもつのかな
ど）を明らかにしておく。タイマーをかけたら、必ず誰かが持ち歩く。
不安な時にはマニュアルや、先輩看護師に確認のうえ施行する。

準備しているときに他の患者からcallが何回かあり忙しくしていて、指示表と確認するのを怠った。 確認をもう一度、(準備終了後、他の看護師と指示表と照らし合わせてチェックする）
ユナシン溶解時、１５ｃｃで溶解の約束事になっているのに、１０ｃｃで溶解施行した。現場復帰して 病棟の内の約束事を周知徹底する。溶解時、確実に計算して準備施行する。
間もなかった。
IVH入れ替え後、立位で歩いていた。手術患者の帰室時間との重なり
IVHの立位、臥位での点滴数の変化の確認。IVH入れ替え時間の検討。点滴速度の確認は声や
字で書く。ユニカリックで低血糖の起きる理由検討
慌てていた、思い込んでいた、別の薬品を同じ位置で付け替える習慣があった。
スプレーの種類がわかるよう色分けして明示する。必ず確認してからスプレーする。薬液を付け替
えるときは診察時に変更する。前もって変えない。
確認不足
手技を誤った。手順に不慣れだった。

献立確認 配膳後の確認 出発前の確認、記録
その場で、医師が厳重注意し手技を行った。 器具取扱について、研修を実施

確認不足

トイレ歩行をしている患者のラインは適宜緩みが無いかを確認する ロックの接続の上に更にテー
プで固定した
意識レベルはほぼクリアであったがライン抜去を頻回にしている患者様であったのでそのような患
者様の場合は詳しく状況を看護師間で申し送りをする。

観察不足 看護師間の連携不足
知識・確認不足。

２種類以上の薬剤があり、分からない薬剤については先輩、リーダーナースに確認し行う。

知識・確認不足。

2種類以上の薬剤があり、分からない薬剤については先輩、リーダーナースに確認し行う。

確認不足

訪室した際は、部屋を出るときに必ず、点滴の残量と滴下時間を確認する

観察不足 抑制が不十分（抑制していたが体位が崩れてチューブに手が届いてしまった）
観察不十分 抑制が不適切

抑制を行っても体位が崩れると手が届いてしまうのでミトンを使用する。 体位が崩れないように頻
回に訪床して整える。
抑制の方法を考え、効果的に行う。 顔を近づけることができないように体位を整える。

観察不足

着替え中であってもラインに手が届かないように常に注意して観察する。

観察不足
抑制が不十分であった。

尿道カテーテルは手が届かないように工夫して固定する。 すぐに抜けないようにテープで固定す
る。
ミトンを使用してチューブをつかめないようにした。

抑制帯が緩かった。 観察不足

抑制が必要な患者様の抑制は緩まないように固定する。 頻回に訪床して観察する。

観察不足 ベッドをギャッジアップしていたので体が下がり手が鼻に届く位置になっていた。

体動が激しいと抑制をしていても体が下がり手が届いてしまうので頻回に訪床して確認する。

患者の状況としては全身の掻痒感があって、掻こうとしてミトンを取ったらしい。

再発防止策として皮膚掻痒感の緩和が必要。
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具体的内容
背景・要因
改善策
ラウンド時、末梢点滴、尿管自己抜去され廊下に正座している所を発見。 身体にスリ傷等はなし 不穏状態のある患者様の安全の管理をどうするのか
予想は出来る事なので、不穏状態のある患者様の安全対策を検討 離床センサーの設置
「朝になるとおじいさんがやってきて、手を叩きながら呼ぶので気持ち悪くなり逃げようと思って」と
の発言
ラウンド時「助けてください」との声が聞こえ訪室すると患者がベッドサイドにルート類引っ張られた 長期な麻薬投与中。 急激な疼痛悪化による体力の低下あり、自力体位変換も不可の状態で
ベッド柵を4点柵にする。 頻回な行動観察。
状態で横たわっているのを発見する。 四肢、体幹関節異常な動き無く、内科当直医師に診察依 あったため起き上がることを想定しておらずベッドが2点柵となっていた
頼する。 本人の痛みの訴えはっきりせず全身お痛み訴えあり癌性疼痛によるものも考えオプソ1
Ｐ内服にて経過観察となる。 翌朝主治医報告。
ラウンド時入眠しており、他の部屋をまわり他の患者のコールがあり、戻るとベッドに居らず床に下 ラウンド前入眠しており、大丈夫だろうと思い込み 観察不足
ナースステーション不在時は、まめに戻り観察する または、車椅子に乗車し一緒に行動する
りているところを発見する ベッド柵は外れておらず足先の近い所より降りた様子
ラウンド中ナースコールがなり訪室すると排泄しようと立っている患者を発見する 「トイレです
突然声をかけたのでびっくりしたのかもしれない 夜間での、声かけにも注意する必要がある
ナースコールを押す様に説明する 離床センサーマットに反応してコールがなった時は、至急訪室
か？」と声をかけるとふらつき、支えたが転倒してしまう
するようにする
ラウンド中に、他の患者よりナースコールがあり訪室する。 その際に、ナースステーションから声 尿意や便の時、起き上がって柵を取ろうとする行動は、以前より見られたが、寝ているので大丈夫 寝ている場合、ナースステーションに観察者を一人残す 頻回に訪室する 起きている場合は、車
がするので向かうと「おしっこ」といいながら椅子に腰を掛け動き回っている患者を発見 ベッド柵 だろうという観察不足
椅子に乗車させ一緒に行動する
を他患者のベッドの足元に置いてあった 「椅子までは歩いていった。転倒はしていない」と本人は
言っていた 看護師の机の引き出しが開けてあった
ラウンド中部屋から看護師を呼ぶ声がし訪室すると、ポータブルトイレに一人で移動し倒れるよう 患者状態把握、環境整備
頻回な訪室、周囲に何も置かない。家人に協力。ナースコールの指導。
にこけていた。異常なし。
ラキソベロン１０ｍｌ １本の処方を１ｍｌとオーダーした。
ラキソベロンの用量設定画面では初期設定がｍｌとなっている。
ｍｌでのオーダーが出来ないようにする。１０ｍｌ未満でのオーダーにワーニングをかける。
ラキソベロン液１０ｍｌ ２本の処方を２ｍｌとオーダーした
オーダリングシステムに第１単位と第２単位があり、初期設定がｍｌになっているため
ありえない処方量に対してワーニングをかける
ラキソベロン液２０ｍｌ（内服薬全量入力）とすべきところを２０ｍｌ／１４日分とオーダーした
オーダー方法の周知の問題
特殊なオーダー方法の薬剤についての情報の周知
ラキソベロン液２０ｍｌ（内服薬全量入力）とすべきところを２０ｍｌ／１日分とオーダーした
オーダー方法の周知の問題
特殊な用法の薬品についてはオーダー方法を周知する
ラキソベロン液２０ｍｌを１４回分とオーダーした（２０ｍｌ全量入力とするべき）
処方医の認識不足
オーダー方法を周知する
ラキソベロン液３０ｍｌ（内服薬全量入力）とすべきところを３０ｍｌ／１日分とオーダーした
特殊な用法の薬品のオーダー方法の問題
特殊な用法の薬品のオーダー方法を周知する
ラキソベロン液を「内服薬全量入力」で処方するところを「２０ｍｌ１４回分」でオーダーした
オーダーの手順の問題
ラキソベロンに付いては再三注意を喚起しているが、繰り返し医師への情報提供をしていく
ラクテック５００ｍｌ ４０ｍｌ／ｈの点滴指示を維持の速度だと思い込み維持で実施していた。
確認不足
指示シートは落ち着いてしっかり確認する。
ラクテック５００ｍｌ＋パントール２Ａを１００ｍｌ／ｈとアミノフリード５００ｍｌを８０ｍｌ／ｈで施行の指示 観察不足 判断不足
点滴を開始したら早めに訪床し患者の状態を観察し訴えを聞く。
があった。開始してから３時間ほどしてから「点滴が速すぎる。胸が煽る」との訴えがあり、その時
点でラクテックは１００ｍｌ／ｈアミノフリードは５０ｍｌ／ｈで滴下していた。バイタル測定させて頂こう
としたが脈拍しか測定させて頂けなかったが正脈であり、医師に報告し点滴速度をゆっくりにし
た。が「俺には速すぎるんだ」とかなり立腹されてしまった。
ラクテック５００ｍｌにアンペック０．５アンプル入りの点滴を行っていたが患者が死亡されたので点 知識不足
麻薬の取り扱いに付いて周知徹底する。
滴を外し残があるにも関わらず破棄してしまった。
ラクテック５００ｍｌの点滴を２時間で滴下するところ１時間で終了してしまった。
開始時には滴下の調整をしたがその後確認しなかった。
輸液開始後15分、30分毎に滴下、速度、残量、患者の状態を観察をする。
ラクテックＤ５００ｍｌにビタメジン１Ｖとビスコリン１Ａを混注すべきだったが、点滴の更新をするのを 点滴の更新に慌てていて忘れた。 冷蔵庫の中を確認しなかった。 注射伝票を復唱し確認しな 注射伝票を確認する。 冷所保存の薬に札をつける。
慌てたため冷所保存のビスコリンを混注していなかった。翌日の日勤者から指摘され気付く。
かった。
ラコール×2の処方 間違えてエンシュアリキッドを調剤監査も一人で行った。17：10頃 病棟の看 自分一人で、すべて行った。
必ずダブルチェックをする。
護師が気づき、再調剤をした。
ラコール終了後、お茶を注入開始。他の看護師が胃管固定テープが剥がれ、抜去しかかっている 注意不足・思い込み
更なる観察・頻回の訪室を行っていく
のを発見。主治医に報告。バイタル安定にて経過観察となった。その後再度、胃管挿入し、経管栄
養再開となった。
ラジオ波焼やく術施行だったが前日に絶食を告げる事を忘れ 札をかけていなかった 食事も止 前日検査処置の際の絶食に関する諸々の手はずを全てお行わなかった リーダーのミス
絶食者の確認と確実な申し送り リーダーが伝え遅番が受けもちが確実に実施していく
めておらず 絶食者の札に名前もあげていなかった 当日朝患者より申し出あり絶食に気づいた
ラジカット注は、投与開始からの使用日数が決められている医薬品なので薬剤部では開始からの 日付の勘違い
薬剤部用処方箋の色を変えるなどの工夫が可能か？
日数を処方箋に記載していますが、今回は、病棟用に間違った日数を記載した。
ラシックス０．５ｍｌ（５ｍｇ）を静注与薬する予定が、ラシックス２ｍｌ（２０ｍｇ）を静注与薬した。
リーダーで指示受けしたときにラシックス２０ｍｇ→５ｍｇに減っていたことに気がつかなかった。前 きちんと確認する。注射オーダーが見づらく間違いのもとになる。
日から減らすかもという申し送りは準夜帯から深夜であったようだが、深夜から日勤には無く、医
師からもラシックス減量したとは聞いていず、前日と同じ量の２０ｍｇだと思い込んでいた。思い込
んでいたため担当ＮＳにも指示の変更なしと伝えてしまった。投与前にダブルチェックしたときも２０
ｍｇと思い込んでいたためそのままサインしてしまった。
ラシックス1.0 2×ｎを間違えて1×ｎで分包する。監査も通過 病棟にて看護師に発見される。
風邪ぎみで体調不良至急でお願いします！の声処方も多く、慌てていた。
落ち着いて対処する。緊張感を持続する。
ラシックス１／２Ｔから１Ｔに増量の指示が回診時に出されたが、午前中に１／２Ｔを１Ｔにする手続 受けた指示をどこまで処理したのかをきちんと伝達できていなかった。
以前の事故発生時の教訓を生かし、指示棒の導入、指示内容のダブルチェックにより防止できた
きを薬局にしなかった。午後にリーダーが指示内容の整理をしたときに増量されていないことに気
ので、今後も対策を守っていくこととする。
付き、翌朝の与薬時には指示通りのラシックスを投与することが出来た。
ラシックス１Apを１日３回側注の指示があったが、○月８日朝より内服開始の指示も同時に出てい メモが役に立たず、申し送りが不十分であった。すぐ医師に確認を取らなかった。
側注が朝早い時間だったので確認を後回しにしてしまった。側注実施して、内服を確認にしておけ
たため、医師に確認後側注を行おうと思っていたが確認をすることを忘れた。メモをつけておいた
ばできないことはなかったと考えられる。もしくは朝早くともその場ですぐ医師に確認を取るべきで
が日勤帯の看護師に申し送りができていなかった。
あった。
ラシックス２０ｍｇ １／２Ａを日勤帯で静脈注射にて与薬する予定が、実施しなかったのを発見で 注射ワークシートの最後のページを全て見落としてしまっていた。偶然そのページに施行されてい ＳＨＥＬカンファレンスへ。
きなかった。
ない注射があった。
ラシックス４０ｍｇ１錠昼食後に内服するよう渡したが、飲まれずに残っていた。
患者は忘れず内服すると思い込んでおり、確認に行かなかった。
与薬車に内服確認と表示した。患者の理解レベル、状態に合わせて目の前で内服してもらい飲ん
だことを確認する。
ラシックス５ｍｇを静注与薬する予定が、ラシックス２０ｍｇを静注与薬した。
注射指示をダブルチェックしラシックスをつめていた。きちんと確認していず（５ｍｇを）そのまま２０ 指示を、指差し声出し確認を必ず行い注射を詰めるようにする。
ｍｇシリンジに詰めてしまった。
ラシックス５ｍｇを静注与薬する予定が、ラシックス２０ｍｇを静注与薬した。
前日と同様の指示と思い込み、注射処方箋を見たつもりが目を通しただけで実際はよく見ていな 指示内容・処方箋をよく見る。前日などと変更ある場合はＤｒに確認する。思い込みで業務を行わ
かった。指示変更に気付かなかった。
ない。
ラシックスの指示が中止されたが、翌日まで打ってしまった。
指示受けしていたときに、他患者が急変したため、伝票操作を忘れてしまった。
伝票のカルテの突き合わせ確認を最後にもう一度行う。
ラシックスの持続投与を2ml/時間のところ、1ml/時間で投与開始した。 申し送り時に自分で指示 確認不足
量を確認して処方する。
書を読み上げていて気付いた。
ラシックスの内服日を１日間違え早い目に内服させてしまった
日にち間違い
日にちの確認 処方箋をしっかり確認する
ﾗｽﾃｯﾄの点滴指示について、本来はPVCフリーのルートを使用すべきところ、通常のルートに接続 知識不足、確認不足、使用するルートの選択を実施者の知識のみに依存していた。
知識の不足に対しては、教育を十分に行う。点滴実施前に、使用すべきルートの確認を徹底す
した。
る。薬品毎に、使用すべきルートを明示する。
ラックB ４回出すところを６包 シグマートを取り忘れ。
前月の調剤したものを鑑査してもらったが、調剤が完全でなかった。鑑査へ渡す前の確認を怠っ 最終確認は、確実に何度でもする。
た。
ラックビー3g８日分の調剤を忘れた。
不明
処方箋と調剤薬を再度確認して監査へ回す
ラックビー３日分を１日分しか調剤しなかった
労働体制の問題
日直業務の負担を軽くするように、なるべく勤務時間内に業務を終わらせる。
ラニラピッド０．１mgの指示があり薬剤師が調剤準備する際 ラニラピッド０．０５mgを調剤補給し ・薬剤師の確認不足 ・看護師の確認不足 ・薬剤師のダブルチェックが機能していないこと
・薬剤師のダブルチェックを有効に機能させる ・看護師の確認を呼称して行なう ・患者指導を充
た。看護師も気がつかず与薬した。２日後準備をしている看護師が気がつき薬剤師へ報告し、間
実させる
違いが発覚した。患者には異常はなく経過している。
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具体的内容
ラニラピット１．５Ｔを朝１Ｔ、夕０．５Ｔ内服与薬する予定が、同薬朝１Ｔ、夕１Ｔ与薬実施した。
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背景・要因
改善策
他院から転院してきたときに分包の内服薬を持参。ラニラピット１．５Ｔ／２Ｘアサ・ユウとなってお 分包になっていても中に入っている薬と量を確認。また、記載されている内容と入っている薬に違
り、朝夕同様の薬を飲んでいると送られた。種類は同様だったが量は朝１Ｔ・夕０．５Ｔだったが、中 いがないか確認。
まで確認しなかった為１日に２Ｔラニラピットをいってしまった。
ラニラピッド１／２錠の処方を入れ忘れた
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ダブルチェック
ラパコレを次の日に控えたＡ氏の入院をとる。入院時に局所麻酔問診表を項目に沿って本人から Dr印の意味について確認もせず、信じてしまった自己責任のあまさがある。 ラパコレにて造影剤 自分の行うことに対する責任の必要性を理解し、何事に対しても確認をしていく。 OPEや疾患の
お聞きしていた。蕁麻疹や薬剤アレルギーの既往に造影剤や青魚にて蕁麻疹、抗生物質にて頭 使用による副作用確認の必要性の知識が不足している。
知識を深め、自分の行動の意味を関連づけて考えるようにする。
痛があることをお聞きし用紙に記入した。そういった場合、Ｄｒに確認していただき印を押してもらう
ことは知っていたが、とりあえずリーダーに報告し処置があったため用紙やカルテをまとめてスタッ
フセンターに置きその場を離れた。処置などが終了しカルテ整理に入ると、その用紙にＤｒ印が押
されていることに気付き、私はＤｒが見てくださったか誰かがＤｒに確認してくださったと思いそのま
まカルテに貼付する。 次の日Opeの為Ope室へA氏を送り出し、Ope室NSに蕁麻疹などのことも
申し送り、Dｒへの報告などもOpe室NSから確認されたが、確認済みだと思い込んでいる私はその
まま申し送った。Ope室にて看護師がDrに確認したところ、Drはきいてないとのことで、すぐに病棟
の師長に確認の連絡があった。すぐにその日日勤をしている昨日の勤務者らにDr印のことについ
て確認するもだれも心当たりはなし。 Opeが終了しDrに報告、手術にはそれほど影響しないとの
ことであった。
ラパコレ術後の患者で術後開始の内服薬があったが絶飲食の指示が出ていたため朝から内服中 薬剤部への申し送り不足。
薬剤部へ指示がでた時点で申し送りをする。
止していた。主治医に確認すると中止との回答あり。朝の内服のみカーデックス内にありほかの
薬がなく探していたところ薬剤師が服薬指導に残りの薬をもって患者様のところに行き内服しても
らったあとに気がついた。
ラベルが二枚有り グリコと生化のスッピッツの二本にラベルを貼らなければならないところ 生化 ラベル貼布時のスピッツの種類の確認不足 採血前のスピッツの確認不足
確認の徹底
スピッツと血糖スピッツを間違えて準備した 間違いに気づかないまま 準備したスピッツで患者の
採血を施行した
ラボナール使用、1時間後患者がトイレにということで、助産師が付き添いし歩行する。気分不快 病棟でのアクシデントだが、外来アウスの患者の対応は、外来NSがする取り決めになっていた。 患者観察を、30分から1時間ごとにする。又、病棟のＮｓとも連絡を取り合っての、観察もする。トイ
時には、ナースコールを押すように促し離れる。5分後他の看護師がトイレ前にうずくまる患者を発 病棟処置室を借りて、外来Ｎｓの介添にて施行している。患者の観察が、2，3時間に1度のわりあ レにも手すりをつける。
見。額に裂傷あり、車椅子にて病室へ安静臥床し、Drに報告。裂傷部縫合する。全身状態安定
いしかしておらず、病棟のNsに任せている部分があった。
し、帰宅とする。
ラミシール液のところにラミシールクリームを調剤してしまった。
剤型の違う製寸の違う薬の存在
剤型違いの薬剤があることの表示
ラリンゴの手術翌日 本来なら七分粥のところ常食で入力のまま配膳され患者家族から指摘さ
手術前に食事の入力がされていなかった。 手術前に食事の確認がなされていなかった。 患者 入院時必ずクリニカルパスを確認し、入力を行う。 当日の深夜帯でも必ず内容確認する。 患者
れ、間違いに気づき食事変更をした。
家族にクリニカルパスにて説明がなされていた為、間違いに気づく事ができた。
にもこれからの継続して、説明を行っていく。
ランダ１２．８ｍｇを１４時にリザーバーからの中心静脈栄養から与薬する予定が、同薬１６ｍｇを与 ランダの指示量が１２．８ｍｇと細かく、比例計算をして○ｍｌ混注なのかを計算したのだが、その計 計算後も数回計算があっているか確認していく。
薬した。
算をまちがった。単純な計算ミスであった。
ランダ１５ｍｇを前薬終了後にポンプ使用、生食５００ｍｌに溶解し与薬する予定が、ランダ２０ｍｇを ダブルチェック時には、１５ｍｇと確認し「１バイアルと１／２バイアルを溶解します。」とダブルチェッ 一つのバイアルやアンプルから全量でなく一部吸引する場合は、一番先にそれを行う。体調不良
生食５００ｍｌに溶解し実施しなかった。
クの相手に言っていたにもかかわらず、１バイアルすった後１／２バイアル吸引するはずが全て吸 のときは、注意力散漫になりやすいことを自分で意識し、普段よりもより一層間違いがないよう気
引し、溶解してしまった。その要因としては、自身の体調不良もあり注意力が低下していたこともあ を配る。
るが、注意力の低下だけでなく自身の行動パターンにも問題があり、具体的にはこのように１バイ
アルの中から半分引くというようなときには先にひいておけば忘れることもなく実施できたと考えら
れる。
ランタスが就寝時から夕食後に指示が変更されていることを見落とし、夕食後にヒューマログしか 確認不足
指示シートをしっかり確認する。
施行しなかった。就寝時ＤＸ７２ｍｇ／ｄｌであったため報告したところ、ヒューマログとランタスは夕
食後に併用するよう指示が変更になったことを指摘される。
ランニングチューブが折れており、ウロバックに尿の流出がない事に気づく。
確認不足
きちんと確認する。
リーダーからツ反を依頼され、0.1ｍｌ皮内注のところ倍量投与してしまった。投与量を看護師間で 思い込み。資料での確認を怠ったこと。知識不足。
医師に報告し反対側の上肢へ再度ツ反施行した。口頭での確認ではなく、資料で確認することを
確認しあったが、0.2ｍｌ投与と思い込み渡された注射液を全量投与してしまった。
徹底していく。
リーダーが内服準備にて、病室・訪室したところ、患者・Ａ氏がラキソセリンの容器を右手で口にく 病棟での薬剤の保管管理に起因するアクシデントと考えられる。
本人の改善策：患者の目の見える所におかない、手の届く所にはおかない事はもちろんであった
わえる所を発見。本人は「おいしい、おいしい」と発声あり。床頭左側においてあったものをとって
為、ベッドより床頭台の距離に気を付ける。床頭台には置かないようにする。
飲用してしまった。量は半分以下だったと思います。
リーダーで患者の内服薬を確認していたところ、朝の内服薬（定期内服薬）が内服していないこと 定期薬8日朝からとなっている処方箋と、 臨時薬8日夕からとなっている処方箋があり、臨時薬が 処方箋の流れ及び手順の再確認その徹底をする。
を発見したこと。
出た時点で定期薬を照合しないで、臨時薬のみ配薬してしまったこと。
リーダーとして勤務時、転科してきた患者について、「検査（Ｋ）の値が気になるようであれば、医師 確認不足。説明不十分。
リーダーとして指示事項の結果確認の徹底。指示は具体的に出す。
に報告して指示をもらって下さい」との申し送りを受けたとスタッフより報告されたが、内容が理解
できず、もう一度確認するよう伝えたが、その後、報告はなく結果確認をしなかった。翌日、他科よ
り採血（Ｋ）の指示がでており、採血されていないことがわかった。
リーダーより、21時就前薬のレンドルミンの投与の指示をうけた（口頭で）22時の投与時間に眠剤 ・復唱しなかったこと ・メモをとらなかったこと
・復唱を必ずする ・指示をうけてから投与までに時間がある時はメモをとって忘れないようにする
投与という認識はあったがレンドルミンであるということが頭からぬけていたのと、リスミーがＢＯＸ
・申し送りで2種の眠剤があることを伝える
の1番手前にあったためこれだと思い込んで投与した。後からレンドルミン投与をリーダーに確認さ
れた間違いに気付いた。
リーダーをしており患者の注入再開の指示を医師より受けた 内容の記載がホワイトボードに間 指示受けした内容とおりのことが記載できていなかった なぜ？と疑問もてなかったのか ホワイト ダブルチェック（指示）後ホオワイトボードへ記載する
違っていた
ボードのみで確認しており カルテに戻ることが必要であった
リーダー看護師師がｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ画面を確認していると、一部指示内容が違うがA主治医とB医師か A指示医は明日外来診察日だからと思い、前日に病棟外からオーダーされている。又、オーダーし 原則として、内服ｵｰﾀﾞｰはｶﾙﾃに記入後、ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ画面に入力する。緊急時など病棟以外から
ら、内服ｵｰﾀﾞｰが出ていることに気づいた。B医師の処方は削除となった。
たとの情報及びｵｰﾀﾞｰ時の手順を守られてない。B医師は処方切れのカルテが出ていたので、A オーダーする時は、病棟看護師に伝える。
主治医は外来診察日だからと思い、代行指示を出されている。しかし、前日処方ｽﾐのｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞの
警告を確認できていない。
リーダー報告。内科外来へ連絡する。（カメラの時間をＡＭからＰＭに変更してもらう）
確認不足勤務状況
再確認検査表示をわかりやすいところにしておく。
リーマス４錠２Ｐの処方あり、朝のみ２錠のところ１錠しか配薬していないことに他看護師が気付 確認漏れ。
シートを切るときは、前に処方内容を確認、切ってから一回分の用量と日数分があることを再度確
く。２錠内服のところ１錠のみシートを切ってしまった。その後、バイタル異常なし、躁状態続き、落
認するよう習慣づけることを指導した。
ち着かなかった。主治医に報告すみ。
リカバリーで点滴の接続がはずれた。
ＯＰ終了し、患者さまに寝衣を着せる際、点滴のルートも袖を通した。そしてルートが長かったため 袖を通したあとに接続を確認する。
床におちないようにと思ってベッドの点滴架台に点滴ルート三活部をかけた状態にしてＯＰを退室
しリカバリーに入った。この時接続は、はずれていなかった。しかし、接続の確認はしていない。リ
カバリーでそれぞれのルートの整理がされていた。この時、私は、ＯＰ記録をまとめていた。他の
ナースが気づいたときにはルートは床に落ち三活部ではずれ逆血していた。
リクセル使用の回路プライミング終了後、ポンプ止め忘れ。
ラインは全てクランプしてあった。今回準備ボタンを入れる時に確認することになっていたので、透 プライミング終了時、必ず確認する。
析開始前に防止できた。
リザーバーマスクの流量を変更．40％の指示を100％にしていた．途中でマスクのサイズを交換し 確認不足
最初に流量を設定する時だけでなく､マスクの交換などでコネクターに触れる場合には最終的に設
た時に再確認しなかった
定を確認する
リスパダールは昼食後は不要だったがダブルチェック終了後行かなければならないと思い込み、 確認不足 マニュアルを守らなかった
声出し確認 ダブルチェック
処方箋で確認せず予約した
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具体的内容
背景・要因
改善策
リスパダール液 ０．７５ｍｌが０．５ｍｌに変更になっていたが０．７５ｍｌ準備してしまう。しかし、与薬 変更内容が、調剤内容（右欄）に書かれていたが、処方内容（左欄）でしか確認せず誤って準備し 落ち着いて、注意して処方箋を確認する。 変更時の処方箋の記載方法について話し合い、処方
時に他看護師が気付き指示通り与薬できた。
てしまった。自分の傾向として、処方内容をみて確認することが主であった。
内容・調剤内容の両方に記載することに決まり、申し送りノートでスタッフへおろし、医師、担当薬
剤師へ伝える。
リツキサンの治療で２５ｍｌ（時間）で開始し、問題なければ１時間後１００ｍｌ（時間）で施行するよう 輸液ポンプを使用する際、滴下速度の設定を確認していなかった。ｍｌ（時間）で設定されているも 輸液ポンプの管理が不十分であった。時間ｍｌで全て設定していると思っていたがＯＴ５００番代は
指示あり。輸液ポンプを使用して開始したが、２５ｍｌ（時間）に設定するところを２５滴（分）に設定 のと思い込んでいた。注射伝票とカーデックスしかみておらず、カルテの指示録を把握していな
替わっていなかった。リツキサン療法はパスもあるのに、知識不足であり指示録も見ておらず、他
していた。巡回していた師長が気づき指摘され設定し直した。又注射伝票に２５ｍｌ（時間）としか記 かった。
のスタッフにも聞いていなかった。化学療法時には指示録を十分見るよう注意した。
載されておらず、２４時間持続と思い、点滴本体に１１時から１１時と表示した。カルテ指示には上
記の説明が記入されていた。
リツキサン投与患者の指示において、「投与計画書」の指示量は650mg/回だったのに対して、○ 処方医師が投与計画書未確認のため。
薬剤師による指示箋と処方計画書とのチェックにより、患者へは適正な量投与された。今後も
月30日投与の指示量が600mg/回であった。
チェック必要。
リトドリン20ml/Hとマグネゾール5ml/Hを併用で持続点滴していた。1：30ラウンド時に積算量と定 医療材料、医療機器、医薬品などの要因
物品管理(医薬品、医療機器、医療材料など)の見直しの強化
量筒の目盛は正確に滴下されていた。4：30ラウンド時、マグネゾールの停止のランプが点灯して
おり、積算量と定量筒の目盛が1：30のまま止まっていた。輸液ポンプの画面がベッド側に向いて
おり布団や足が当たる位置にあったため、ポンプの画面の向きを変えベッドから遠ざけた。リトドリ
ンは指示通り滴下されていた。患者は入眠中。起床時6：30に腹緊を確認すると変わりなし。患者
もポンプを誤って触った記憶はないと話された。9：30主治医報告。経過観察となった。4：30に使用
していたポンプをそのまま再開したが、その後の積算には問題ないため同じポンプを使用続行し
ている。
リネン交換のため廊下で車椅子座位していただいていた。音がしたため廊下に出ると壁にもたれ リネン交換時はＤルームにて職員監視の元、待機していただくことになっていたが守られていな
車椅子座位時間の説明と観察できる職員同士の連携及び車椅子移乗後はＤルームに搬送する。
かかる形で床に倒れていた。痛みの訴えなし。
かった。
リネン交換時に、シーツの中から前日の夕食の内服が見つかる、患者は談話室で食事をしてい 前回も内服の飲み残しがあり食後少ししてから服用してもらったので今回の事故は充分に予測で 内服確認をする。その場を離れるときは、患者に確認をとり先に内服してもらう。
た。
きることであった。
リハビリ（言語療法）終了後、部屋で一人で過ごされていた。シャワー浴準備のため訪室すると床 個室対応で一人で病室で過ごされていた。失語症があり、理解、判断力に乏しさがある。安全ベ 病室で一人でいる時は、入り口のカーテンをオープンにして本人の姿が目につきやすいようにす
に座り込んで泣いている本人を発見。自分でポータブルトイレを使用しようとした様子にて、下衣 ルト貼用に対する工夫が出来ていなかった。（以前はバックルを触れないようにしていた）
る。安全ベルトのバックルはずしに工夫をする。
が少し下がっており、ポータブルトイレのふたが開いていた。車いす座位時は安全ベルト使用中で
あったが外れており、車いすのブレーキ、フットレストは患側忘れであった。また、ポータブルトイレ
へのトランス位置は逆となっていた。看護師二人で車いすに引き上げ、その後ポータブルトイレへ
介助（排尿あり）した。外傷は認めず、精神状態は徐々に落ち着かれた。主治医に報告し様子観
察となる。家人に転倒時の状況、対応、外傷はなかった旨説明。「多分自分で安全ベルトをはずし
たのでは」とのコメントがあった。
リハビリが終了し歩行車で病室まで戻るとき、リハビリ室と廊下のわずかな段差につまづいて転倒 病棟において歩行車歩行が自立していたため、見守る必要がないと判断してしまう。 歩行車使 歩行車歩行が平地では自立していても、わずかな段差で転倒することもあるので、危険性を考慮
し、 左膝を打撲する。念のためＸ－Ｐで骨折ないことを確認する。
用時の転倒予防に関する教育が不十分であった。
して 安全確認を怠らないようにする。また使用方法や段差等のチェックもすることとした。
リハビリテーション出入口で歩行練習中の転倒。
脳出血治療中、右側麻痺の患者であった。
麻痺側へバランスを崩す可能性はあったため、目を離さないことと、本人への注意喚起に努める。
リハビリにて起立訓練中、全身性の痙攣が起こった。緊急連絡を試みるも（ＥＭコール）、連絡がつ
かず、通常とは別の方法にて連絡を行った。
リハビリにて車椅子から歩行可能となった患者。高気圧酸素治療後、ふらつくため長いすの端に
座らせたが、目を離した隙に転倒した。
リハビリに行くとき歩いて行ってもよい思ったが、実際は歩行器使用との由

緊急連絡時の、迅速な事務対応が遅れたこと。つながらない場合の次善策の周知ができていな
かったこと。
観察不足。座らせる場所が悪かった。

事務部門への周知徹底。次善策の周知。

不安定な患者は長いすでなく、車椅子に座らせるかストレッチャーに寝かせるかする。早く看護師
を呼ぶ。
本人も歩いていっているとの事であったが、特に事故はなかった。
日常生活動作の確認シートのおき場所。責任看護師、リハビリよりコメントをもらう。生活動作を確
認する。
リハビリのため車椅子に乗車、ナースステーションの前に居られた時、バランスを崩し前かがみに 車椅子乗車時、家人に声をかけなかった。ナースステーションのカウンター前で死角となり、監視 家人にも声かけをし、協力を得る。患者さまの安全確保と確認をする。
なったところ、カウンターに当たった。
不十分であった。
リハビリの帰りにトイレへ寄って便をしていた。 患者はトイレに座りＰＴは近くで監視していたとこ 皮膚が弱く握っただけで内出血しやすく昨日も右手の皮膚出血があった様子であった。 知らずの 患者さん自身も介助者も気を付けて行動する必要があると考えられる。
ろ、しばらくしているとオムツへの出血が目に付いた。 患者に確認すると右手小指背部の皮がめ 内に出血していることもあるということ。
くれ出血していた。
リハビリの指示をうけ、右肩、右肘の処方がきましたが、リハビリカードには、左肩、左肘だった。 聞き間違いによるミス。
患者の患部を観察を必ず行う。 指示を受けたら復唱する。
聞き間違えていたが、理学療法士が気付き患者様への影響は無かった。
リハビリの前にトイレを済ませておこうと思い，ステッキで歩行していてすべった．
ステッキの床との接触部分の老朽化・磨耗
ステッキの床面になる部分を把握しておく必要がある リハビリなど事前行動においては，余裕の
ある動き声かけをして行く
リハビリパンツを自分でずらし、ポートイレを引き寄せ、床に座り込んでおられるところを発見する。 患者の情報不足
作業療法士、理学療法士に移乗動作のアセスメントを依頼し。排泄時や車椅子移乗時は見守りも
しくは一部介助を行う。ポートイレ中は最後まで見守る。
リハビリ期にある患者であり、理学療法師から病棟内で歩行器の使用を促してほしいと言われて 離れても歩けるだろうと過信し、患者の傍から離れたことが要因だと考えられる。
歩行器歩行を始めたばかりであるため必ず横で看護師が付き添いその場を離れないようにする。
おり、歩行器歩行を促し、リハビリ室へ行くために、エレベーター前まで歩行器歩行を促し歩行して
いた。患者はエレベーター前まで歩いていくのに自信がないと言われたがリハビリの為にと促し、
看護師が横で見守りながら歩行していた。エレベーターからは車椅子に乗るように後ろからもう1
人の看護師もついてきていた。エレベーターの近くになった為、歩行が安定していたので、患者の
傍から離れエレベーターのボタンを押しに行くと患者はバランスを崩し右に傾き転倒した。転倒時
右肩・肘を打ったがその後疼痛なし。意識レベル等不変。
リハビリ室に行き、車椅子のまま待機していた。その後患者さまが、車椅子座面とフットレストの間 担当ＰＴが不在であったため、他のＰＴによる患者さまの把握が不十分であった。
リハビリ患者は、見守り、声かけ、安楽な体位等、特に安全の確認が必要であり、全員で把握し対
に座り込んでおられるのをリハビリ室職員が発見する。
処していく。
リハビリ室に行き、職員が担当療法士に来所したことを伝えるため、患者より離れた隙に、患者は 注意・理解力に問題があることに対し配慮が足りなかった。
患者を一人にしないことを原則とし、そばを離れる時は、安全を確認してから行動に移す。
車椅子より一人で立ち上がり、フットレスに引っかかり前方へ転倒する。
リハビリ室への誘導のため，病室を出て、病棟のエレベーター前に向けてサークルで歩行中で
セラピストの不注意によるインシデント。
移動介助中の転倒予防対策の遵守を指導した。
あった。エレベーターが開き、エレベーターから降りてきた職員が通りすぎる際、私の方をポンポン
とたたいたので、一瞬患者から目を離した隙に，患者は左側へバランスを崩し倒れた。ナースス
テーションに連絡し、バイタルサインなどをチエックしてもらったが、異常なく、経過観察となった。
リハビリ終了後、「車椅子に座っていたい」という患者さまの希望で、そのまま食堂で過ごし、補助 患者がおられた位置が、詰所より死角に当たる場所だった。
者が２回様子を見に行った。その５分後、患者が車椅子より滑り落ちているのに気づいた。
リハビリ終了後、デイルームに置いて「このまま、水分を摂りますか？」の問いかけにデイルーム 「座り直し・立ち上がり」が可能な方で居室へ戻りたがる傾向があることを知りつつ患者自身の言
で飲みたいとの意志表示、しかし、自室へ戻りたがる患者だったため、再度確認するが、同等の返 葉を尊重したこと。
事だった。デイルームには十数名の患者に対して１名のＣＷが対応している状況だった。患者が
動いて車椅子から滑り落ちない様滑り止めマットが坐面に敷いてあることと良姿勢であることを確
認した上で、再度安全を確認 し患者へも声掛けを行い了承を得て、病室へ飲み物を取りに向か
おうと患者に背を向けて１０数歩あるいたところで、「どうしたの」との声がしたので振り向くと、患者
が右側臥位の状態で床に倒れていた。
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転倒・転落の可能性の対する予防をしていく。 患者さまが一人になられる場合は、環境を考慮す
る。
数回にわたるＣＷの確認に対し患者本人が返事にて了解したにも関わらず、患者自身がなぜ、危
険を冒してまで、車椅子から落ちるほど動いてしまったかは、患者自身は黙秘して話してもらえな
い状況でした。 今回の事例は充分配慮していたにも関わらず起きてしまった転倒・転落です。
言葉よりも日頃の患者の状態の中から患者の行って欲しいことを察知できる対策法があれば教え
ていただきたい。
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具体的内容
背景・要因
リハビリ終了後、トイレの排泄を終え夕食まで時間があるため「横になりますか」との問いかけに 移送介助の際、車椅子を挟んで患者の後方に立ってしまったこと。 普段自力で移動出来ていた
「そうね、少し横ろうかしら」と答え、ベットサイドまで自操した。患者は左片麻痺で車椅子からベット ため油断があったこと。。
への移乗時の立位、回転の際は時折フラツキがあり、見守りを要した。１６：５５分ＣＷは車椅子を
少し斜め平行につけ患者の後方に立つ。患者は左足を下ろしフットレストを上げ右手でベット柵を
掴み、立位した瞬間右に回転してベットに座るはずが勢いあまって左側回転してしまった。ＣＷは
後方より患者のズボンのウエスト後方を掴んで引き上げ様とするが、車椅子が邪魔して引き上げ
られずＣＷが患者の腰を支えた状態で転倒させてしまった。患者は右ベットサイド頭部側に左大転
子部を下に足を三角座りにした状態であった。ＣＷは患者の両脇を抱えてベットに上げ横にした状
態でＮＳに報告。「大丈夫ですか」の問いかけに左大転子を摩り、「ここ、打ったわねー」と訴える。
ＢＰ＝１２２／７０，呼吸７６、外傷なし。主治医診察後、左大転子部に湿布薬を貼用、経過観察と
なる。
リハビリ終了後、車椅子に座り詰所で過ごしていた。１５時トイレに行こうとしたらしく、車椅子から １ 意識レベル１ー１ 左麻痺 ２ 車椅子利用 ３ 行動時は、看護師に声を掛けるように説明し
前方へ転倒。左前額部3ｃｍ大の皮下出血あリ。意識レベル１ー１・転倒直後血圧204/104mmHgと ていたが、咄嗟に行動を起こす事を考慮していなかった。
上昇するも徐々に安定。
リハビリ終了後帰る途中で転倒。自立レベルに近いと判断して目を離した。
注意不足
リハビリ終了後車椅子で待機中、一瞬目を離したときに転落してしまった。 CT検査施行し軽い打 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 業務、労働体制上の問題点
撲程度。
リハビリ中（点滴は麻痺側前腕遠位部、麻痺はgrade1）、臥位から坐位になるにあたって、点滴台 管の管理が甘かった。 あくびによる肘屈曲を考えていなかった。 管が短かった。
の位置を変えようとしているときに患者があくびをした。あくびによって麻痺側上肢屈筋のの筋緊
張が上がり肘屈曲。それで管が引っ張られぬけた。
リハビリ中、輪投げ後、椅子に座位をとるときに座り損ねて転倒してしまった。
過信をしてしまったための注意不足
リハビリ中、廊下で、起立練習（椅子坐位、手すりを使って）を終えて、患者は椅子坐位の状態。車 目を離したこと（普段、自分で立ったりとかしない自発性の無い患者なので、大丈夫だと思った
椅子をとってこようと患者から離れた時に、独りで立とうとして転倒。
事）。
リハビリ歩行訓練中の患者が、夜ベッドから起き上がり床頭台の引出しの中のものを取り出しベッ 患者自身のADLの認識不足と看護側の指導不足。
ドに戻ろうとした際、足が滑り臀部より床に倒れた。
リハビリ誘導のための車椅子待機中、ナースコールがあったため目を離した際、車椅子から転
最近、不穏症状が強くなったり、動きが活発になってきた事を職員が共有し、危険を察知しなけれ
落。
ばならなかった。
リハビリ予約になっている患者が来院せず、カルテがカルテ庫に戻らず所在不明となる。 入院証 予約の入力の手違いで出庫表が出なかったためカルテが外来に回らなかった。
明書を医師が記入するため係りの事務がカルテを医局に持ち出す。そこから医師が別の場所に
持ち出した。翌日になり医師と連絡が取れ事態が分かった。
リプル１ｍｌ＋５％ブドウ糖４ｍｌで点滴されていることを確認すると、フィルターがついていた。 患 リプルがフィルター禁であることを忘れていた。 ２人で確認の際に疑問に思ったが大丈夫であろ
者に影響はなかった。
うと憶測的なまま調べずに施行した。 次の勤務帯の看護師も気付かなかった。
リポトール６ テルネン３ デパス６分三の処方デパス３錠で払い出す
検品確認不備
リポバスの処方にリピトールを調剤してしまった
薬剤名の問題
リポバスの処方指示を、リピトールで処方してしまった。
勘違いと先入観。薬の棚の位置が近かった。
リュープリンのS.Cを１５時に行うよう指示されていたが､他の業務をしているうちに忘れてしまっ
業務チエックの仕組みの問題
た。患者から１８時過ぎに催促されて実施した。
リュウマトレックスが特殊な時間の投薬になっていたため、確認不足で20時の分が投薬されなかっ リュウマトレックスの投薬方法についての知識不足。投薬ケースの確認不足。
た。
リンデロンA軟膏の指示に対してリンデロン液を渡した。
思い込み
リンデロンＶＧ軟膏１０ｇ１本の処方を１ｇとオーダーした
オーダリングの問題
リンデロンＶＧ軟膏１０ｇの処方を１０ｇ・１０本とオーダーした
オーダリングシステムの問題
リン酸コデイン１錠２０ｍｇ１日３回与薬する予定が、１１月１３日朝から１１月１４日昼まで薬室に置 薬が処方されたが、麻薬（リン酸コデイン）であり病棟へあげて貰うよう依頼していなかった。申し
かれたままで実施されていなかった。
送り前（１６時２３分）のオーダーで処方されていることしか申し送らなかった（本日分は内服したが
あまり効果なかった。）麻薬施行記録票も記入していなかった。翌日より内服であり、まだ調剤され
ていなく取りにもいってないことを伝えていない。
リン酸コデイン２０ｍｇを昼（１２時ー１２時３０分）に経口与薬する予定が、薬を渡していなかった為 ○／１４（日）にリン酸コデイン内服の指示受けをするものの、麻薬管理であること、薬剤を直接と
実施されなかった。
りに行く事など管理方法について知識が不足していた。また、休日で忙しく薬が来たかどうか、き
ちんと確認していく事ができていなかったためと思われる。その後、薬剤をとりに行った時に（準夜
帯に入り）、前日分のリン酸コデインも処方されていたことに気付く。申し送りにはなかった為、気
付けなかった。
リン酸コデイン３０ｍｇ３×と指示に記載されていたが、リン酸コデイン１回３０ｍｇ×３と記載の物 ・看護師は指示書と実際に処方された薬の確認不足。 ・看護師は患者の状態から指示が妥当な
が届いた。看護師はダブルチェックをするが指示と処方の内容の違いに気付けず、１回３０ｍｇで ものかアセスメント出来ていなかった。
投与した。指示書記載の３０ｍｇ３×に間違いはなかったが、処方を書いた医師が１日３０ｍｇ×３
として処方していた。患者にバイタルサインの変化なし。呼吸抑制や気分不快等の症状出現なし。
リン酸ユデイルを○月２９日朝に与薬する予定が、与薬を忘れた。

改善策
移送介助の際、患者に何が起きるか分からないにで、いつでも直ぐに介助しやすい位置に立つこ
と。 リハビリの訓練終了後と訓練前とでは疲労度に較差があることを念頭において、患者に状態
を常に確認し、状況判断が出来るような教育をＣＷ及び看護スタッフに行うこと。

１ 麻痺状態あるため、常に行動には観察を怠らない。 ２ 車椅子使用時は、患者の安全を考慮
し安全ベルトを利用する。 ３ 常に患者には声かけし、安全を確認する。
監視から自立レベルの移行時期、万が一の対応策検討段階
理学療法士、病棟係との連携不足。
すぐに看護師を呼び処置してもらった。
自主トレを行う患者に対して、安全に注意深く介助・監視いたします。
今回の件の問題は、目を離したことに尽きる。 ・目を離さない。 ・誰かに監視をお願いする。 ・
患者の機能・能力をしっかり把握して行動する。 ・最悪を考えて行動する。
理解力が乏しい患者には繰り返し指導を行う。モニターでのチェック、頻回の訪室をおこなう。
車椅子離床時は、目を離さないことの徹底。
予約一覧表を出しチェックする。 予約取り消しの場合はカルテ庫に連絡を入れる。
注射作成表にリプルはフィルター禁を記入した。
処方箋をよく見て錠数を確認し調剤する
一方の採用薬剤の削除
間違いやすい薬剤名は、薬剤部で表示し皆で気をつけるようにし、先入観を捨て確実な確認を
行っていく。
業務内容をメモにとっていたが、メモをチエックしていない。確実な業務遂行の指導をした
食後薬の時間帯を色づけして区別する。ベッドサイドにも時間を表示する。
監査システムの充実
通常の処方量でないオーダーにはワーニングをかける
通常では有り得ない処方量に対してはワーニングをかける
具体的に薬はどうなっているか（薬室にある、病棟にある、患者へ渡っている）ことを伝える（リン酸
コデインなので） 麻薬施行記録票への記入。薬が本人へ渡ってないことをわかるよう記載してお
く。
指示受けし、薬剤が本人に手渡されるまで指示受けの棒（温度板）はあげておく。麻薬管理につい
て、使用方法・管理方法について再度確認しておく。業務分担表に、内服薬を時間帯ごとに渡すこ
とをあげておくことで、他のスタッフも気づくことができる。
・ダブルチェックで声に出し間違えに気付けるようにする。 ・患者の状態から指示が妥当なものか
常にアセスメントする。

他チームの患者だった為、認識不足だった点もあり、多忙であった為再確認することが出来ず、与 ダブルチェックが必要であると考える。
薬を忘れてしまった。
ルートが朝、確認位置より長く感じ、確認すると挿入部ナートがかかっているが、明らかに抜けて チューブ類の管理法の工夫が必要か 患者に入っているチューブなので、患者自身の管理、注意 チューブ類の管理法の工夫が必要か 患者に入っているチューブなので、患者自身の管理、注意
おり、Dr報告、再挿入となる。
を促すことも必要か
を促すことも必要か
ルートブロック検査時、医師が患者へ局所麻酔後、神経ブロックをするため１％キシロカイン＋イ ２ｍｌガラス注射器にひびが入っていた可能性があるが、準備時点検不足であった。 （インシデン 準備時、ガラス注射器にひびや破損がないかの確認を十分に行う。 その際、内筒、外筒をずらし
ソビスト２４０（造影剤）を２ｍｌのガラス注射器に混ぜ注入しようとした。その際、脊髄にカテラン針 ト後に確認した注射器は別の１箇所にひびがある状態であり、注射器の出し入れが円滑でなかっ て適合状態も含め確認する。
が刺さっているところへ注射器を接続し注入するとパンという音がしてガラス注射器が割れ破片と たので考えたことであるが）内筒と外筒の適合不具合がないかの確認も必要であった。
薬剤が飛び散った状態であった。
ルートを取った際、｢大事な管だから抜かないで下さい｣と説明し、インサイトをラップと包帯で巻き、 業務、労働体制上の問題
頻繁な観察の励行
ネットをかぶせ、袖を通して処理した。 3時のとき､床に点滴が滴下しており、ルートがちぎられて
いた。 幸い逆血はなかった。足の方から刺しなおしたあとは、点滴を気にするしぐさがみられな
かった。
ルート確保に失敗しリキャップせずにトレイにサーフロ針を（内筒）置いていた。トレイ内にあった 使用済みの針の不始末。
針使用時は、針捨てBOXを患者のベッドサイドまで持参する。
テープを取ろうとして針を刺してしまった。
ルーム巡回中、患者がうつ伏せで倒れていた。
業務体制の問題点。情報伝達の問題点。
夜勤帯は職員人数が少なくなるので、全員を観察するのはむつかしいので、当日の要観察者を伝
達し、普段より気をつける必要がある。
ルゴール内服して検査をする患者の内服をチーム管理と担当を決めていたが、当日の勤務者が チーム管理、部屋担当と分かれて責任の所在が不明、確情報伝達にも問題あり。
時間で行う重要な処置の確認をホワイトボードに書き出し、チェックする。
分からず、投与が遅れた。時間をずらし与薬し検査はできた。
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具体的内容
ルテオニンとマグネゾール併用であり、マグネゾールは予定通り、滴下していた。ルテオニンが
20cc/hで滴下のところ、ポンプの積算量は作動していたため大丈夫と思いこんでいた。しかし実質
滴下されておらず点滴本体を見て残量が減っていないことに気づかなかった。24日の日勤で申し
送りをうけてから、25日の6:45までに約20ccしか滴下されていなかった。
ルフレン顆粒が無かったと患者より連絡あり。薬剤部ではオーダーを受けて分包機で処理された
ことになっている。
ルンバールを実施し髄液を検査に提出した。その後医師より確認があり、他の検査項目のラベル
が机の上に散らばってあったためのその検査は未検査となってしまった。
レクリエーションの為デイルームへ移動中、学生片手引き歩行移動しており、ソファーへの移動見
守りで行っていた。手をつき、座る途中座り損ねしりもちをつく。頭部打撲はない。意識レベルクリ
ア、発赤・打撲痛なし。血圧１６１／８７脈拍７０他の利用者を手引き歩行中であったため転倒直後
の発見である。看護介護部長・コーディネーター（看護師）へ連絡する
レクリエーション参加後、車椅子乗車しスタッフ見守りの中でホールで過ごしていた。テーブルの側
だとテーブルを押し付けたりしていた為、テーブルは装着していなかった。スタッフは周囲に３人お
り、他患者の水分摂取を介助していた。１６；０５一瞬スタッフが目を離した時にバタンと、物音あ
り。麻痺側を下にして車椅子の足元に倒れている患者を発見。健側のフットレストがあがっており
右側のブレーキも外れていた。本人は立ち上がってどこかに行こうとしたといわれる。血圧１３６／
８０疼痛、皮膚変色なし。Ｄr 報告する。翌日まで経過観察と指示あり。

背景・要因
改善策
輸液ポンプは20cc/hの流量で作動しており、積算量も加算されていた（発見時、慌ててポンプを交 患者巡視時にはポンプだけでなく、輸液ボトルそのものもチェックし、残量の確認と終了時間を予
換してしまったため積算量の最終量は覚えていない）。患者巡視時ポンプだけみてしまっており、 測し見ていく。また、更新した時は申し送り時に必ず報告する。
考えられる点滴更新時間の予測などを怠ってしまっていた。

レスピレーター装着中の患者で呼吸器のチェックをすると加湿器に蒸留水が入っておらず、ウォー
タートラップからは水が溢れていた。
レスピレータ装着の患者。気管チューブを自己抜管。サチュレーション７９％までダウン。麻酔科医
師にて再挿管施行。１００％まで改善。
レスピレータ装着の患者。不穏があり抑制帯を外して気管チューブを自己抜管。アンビューバッグ
で蘇生。サチュレーション８０％代から９８％に改善。当直医にて再挿管。（２日連続で）
レスピレター装着し上肢抑制中であったが、挿管チューブが10cm自己抜去され、アラームが鳴っ
た。直ぐ医師に報告対応できた。

確認ミス。

早めにチェックする。

観察不足（抑制帯をしているとの油断があった）

生命に関わる様な場合は抑制帯を確実にする（患者の可動域を考えて）

観察不足

２度同じことが起こることが問題。集中ケア病棟で対策を

新卒が初めてレスピレター装着している患者の看護を担当する。当事者はレスピレター装着して
いる患者の注意点、効果的に抑制されているかの観察が不十分であった。夜勤リーダー、他チー
ムの看護師からのサポートが不足していた。
内服をダブルチェックした後、セッティングするまで時間が空いてしまった。セッティングする際、確
認が不十分であった為４Ｔ／２Ｘを２Ｔ／２Ｘでセッティングしてしまった。
当該医師の注意確認不足のみならず、システム上の問題にも起因するインシデントと考えられ
る。

新人が初めてレスピレター装着している患者の看護する場合は、自己学習をさせてから臨ませ
る。夜勤リーダーは新人に注意事項の確認をする。頻回に観察し、異常の早期発見をする。

患者に手渡す際の確認不備

手渡す際に患者の目前で確認する。

・検査実施時の検体ラベル作成手順間違い ・医師と介助看護師の連携不足

・検査実施時の手順遵守 ・医師と介助看護師の連携強化

学生が移動・移乗介助を行わせていた。他の利用者を介助していた為注意不足があった。

学生が介助を行っているときは、常に注意を怠らず、見守り・指示を行う。移乗時は、転倒・転落事
故が起こりやすいことの指導の徹底。

患者は高次機能障害が強く、集中力散漫で危険動作もある為、常に見守りが必要であった。車椅 高次機能障害があり、危険動作がみられる患者に対して、常に見守りを行うだけでなく、患者の行
子で過ごしていて、周囲にスタッフが3人おり、それぞれが誰かが見てくれていると言う思いがあっ 動を予測しスタッフ間での声がけが必要であった。患者の状況をしっかり把握し、少しでも目を離し
たため、Ａ氏への安全に対する配慮が薄かった。責任の所在を明確にする必要があった。
てしまう事が危険につながる事を理解して、関わる必要がある。 集団で看ている、観察している
は誰の責任で看ているのかがはっきりしないまま何となく看ている状況である。3人が同時に目を
離しても誰かが看ているだろうとなり、誰も看ていない状況となる。この状況での転倒は何回も起
こっている事であるので、スタッフどうししっかりと責任・連携という事はどういうことか考え、患者の
安全確保にあたってほしい。患者の為の安全確保はどうしたら保てるのか？日曜日勤務の緊張
感はどうだったのか？病棟スタッフに再度注意を促し指導する。 「何処で、誰が、責任を持って
見守っているか」をはっきりしていない限り、今回のような転倒は減少しません。責任の所在を明ら
かにしてチームを組むべきです。
レクレーションの一環でバスに乗る準備をしている時間に、利用者様が、待ちきれずに動いている デイサービススタッフは、痴呆のある利用者と認識していたが、送迎のスタッフへ十分な説明がさ 送迎スタッフとも情報を共有する。
車体のドアに手をかけてしまった。転倒などのけがはなかった。
れていなかった。見守るスタッフの不足。
レクレーション終了後、自室に戻り車椅子からベットへ移動。患者は足腰が弱って立位が取れず トランスの際、患者の足の位置を確認していなかった。
１）フットレストが取り外し可能な車椅子を使用する。 ２）皮膚の弱い患者には事前にオプサイトを
身体も大きいためＣＷ２名でトランスを行う。ＣＷ１名が後から腰を持ち、もう一名が患者の足の間
貼ったりレッグウォーマーを使用するなど、足の保護を考える。
の片足を入れトランスを行う。ベットに戻った直後「痛い」と叫ぶので見てみると左下腿より出血あ
り。 トランスの際、ぶつけた感覚はなかったが、フットレストに弱い皮膚が接触し傷けたかもしれな
い。
レク中、玉いれカゴか倒れ、患者の上唇切傷
安全確認不足
職員の役割分担をする。安全確認を行う
レク中おもちゃの空気鉄砲引き金のピストンに手を挟み血豆ができた
使用方法の説明不足
道具を使用する時は危険がないよう注意を払い、利用者に使用方法をよく説明する
レク中玉拾いをして立ち上がる際に転倒
見守り不足
しゃがみこんだ姿勢から起立時は充分注意して見守る
レシケード療法のためDr指示にて生食水250mlにレシケード150mgを溶解する指示であったが、実 ・レシケードを1と1/2V使用のため、レシケードの量だけに気をとられ基材の量を見落してしまっ
・確実に物と伝票で指呼確認をしていく。文字が見えにくかったりわからない時、1バイアル全てを
際には生食水500mlにレシケード150mgを溶解し投与してしまった。伝票と基材の指呼確認が、レ た。伝票と物のチェックという基本のマニュアルの確認不足。 ・生食水を500mlではなく250ml
使わなく1/2、1/3Vのみ使用時は他のNsにダブルチェックをしてもらいながら点滴の準備をする。
シケードの量のみに気をとられてしまい、確実に行えていなかった。投与後気付かず、生食水
（1/2V）使用する理由を理解できていなかった。自分の知識不足が原因と考える。
・なぜこの量が使用されるのかの根拠を分かってから実施するようにする。
500ml+レシケード150mgのもの残量150ml程のところで主治医が訪室し、開始時間から逆算し残量
が多いことう気付きNsに声をかけ発見に至った。
レスピレーターPIPが上がらず、アラームが頻繁に鳴り、回路を確認したところ蛇管に亀裂がある 確認不足。
月一回の回路交換時の確認と、毎回のレスピレーターチェックでの異常の早期発見。安全を重視
のを発見した。
した回路の使用。
レスピレーターの回路に亀裂を発見した。
回路の点検を密にし、中材で準備する段階での確認をすべきだった。
回路の点検を密にする。中材の段階で確認をする。
レスピレーター装着し、ＣＨＤＦ中の患者にボスミンを持続注入していたが、内容が前日から変更に １ 前前日に受け持った時から、投与している注射の種類の変更はなかった為、濃度を確認して １ 指示の変更・変動は頻回の為、勤務時は常に指示の確認は当然とする。 ２ 申し送り時の確
なっていた（ボスミン５Ａから１０Ａに）。その変更に気が付かず変更前の内容でシリンジ交換時に いなかった。２ 変更が無いとの思い込みがあった。３ 情報の収集不足
認業務の徹定 ３ シリンジポンプの内容記載シールの確認
追加を行なった為、血圧の低下があり傍にいた医師により変更を行う。
レスピレーター装着の患者に、ドルミカムを持続注入し、看護師が３０分～１時間毎に訪問してい 観察の仕方。 自己抜去等の予防対策。
半覚醒のレベルを見極め、患者の行動を見逃さず、他のスタッフもモニターで意識的に観察する。
た。レスピレーターアラームにて訪問すると、挿管チューブを右手でひっぱり、３？４ｃｍ程抜けか
自己抜去の可能性が予測される時は早めに対策をとり抑制などを行う。
かっていた。自発呼吸はあったが呼吸苦あり、すぐに挿管チューブを再挿入した。
レスピレーター装着中で１日１回ガーゼ交換行っていた ２人で患者のガーゼ交換施行後 仙骨 レスピレーターのアラームを原因がはっきりしないのに軽視した行動をとってしまい 命にかかわ アラームの原因をしっかり確かめる 優先順位を考えてチアノーゼが出たらその時点ですぐ 原因
部の為 右側臥位にし レスピレーター装着した 換気の低換気アラームがなり 気切部の接続 るようなミスにつながるおそれがあった アラームの意味レスピレーターのついている意味をしっ 究明 対処にあたる アラームの原因がわからない時 酸素がしっかり投与されていないおそれあ
が外れているのかと思い確認するも外れておらず 横を向けて呼吸回数が減ったものと思い様子 かり考えて行動する必要があった ガーゼ交換をやめて対処しないといけないのにそれを怠った るのでバギングするなどの対処を考えて用意する 患者のガーゼ交換はレスピレータもあるので３
みた 再度同じアラームがなり原因わからず顔色悪くなってきたのは わかったがガーゼ交換が ウォタートラップの接続部が外れやすいことを教えていなかった
人で行う
もうすぐだったので終わってから仰臥位に戻すとチアノーゼ著明 ウォタートラップの接続部の所
が外れていたのを一緒にガーゼ交換をしていた人が発見し改善しばらくして元の状態にもどった

レスリン錠２５ｍｇ４Ｔ／２Ｘ与薬する予定が、レスリン錠２５ｍｇ２Ｔ／２Ｘを与薬車にセッティングし
たが、実施しなかった。
レニベーゼ（2.5）1錠とすべきところ、レニべーゼ（5）1錠とした。薬局より前処方と異なるので指摘
され訂正した。

セッティング時薬袋・薬札の確認。

注意・確認・照合の徹底に尽きる所属長の改善策：処方転記の際に確認を十分することに尽き
る。病棟長、薬剤師、の二重チェックになっているが今月は薬剤師からの指摘であった。毎月の転
記作業を減らすような工夫（システム上）も必要と思われる。
レビンや気管カニューレの自己抜去を繰り返している患者であり昨夜からずっと興奮様で20時ごろ 眠られていたためと家人の付添いがあるため、自己抜去の可能性も低いと思い頻回に訪室してい 眠られているようでも自己抜去を繰り返している患者は30分毎くらい頻回に訪室していく。 気管カ
よりウトウト眠られていた。家人が付添われており、21時訪室時には目を覚ましていたが動かれる なかった。
ニューレの固定をその都度チェックしていく。
ことなく横になっていたため点滴ロック行った。21時55分家人よりナースコールあり訪室すると気切
カニューレ自己抜去されていた。主治医へ電話にて報告し、“気切部閉じないように当直外科Dr.に
再挿入してもらって”との指示あり病棟にいた外科Dr.に再挿入していただく。
レプチラーゼの払い出し忘れ
確認不足
確認の徹底 集計表の形式を一つ増やす
レペタンを病棟に払い出した後、別の薬剤師が気づき医師に連絡した 規格を勘違いして、処方し 規格まで、充分に確認しなかった。
規格を確認する。指差し呼称の実施
た事が分った。
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具体的内容
レペタン注をシリンジで毎時１．８ｍｌで投与している患者から、「痛みが強いから２ｍｌ早送りして入
れて欲しい。」と言われた。医師の指示では、フラッシュは「１ｍｌ」となっていたが、医師の指示を確
認せず、そのまま２ｍｌをフラッシュしてしまった。準夜への申し送りの時、看護師から「指示量は
１．０ｍｌである」と指摘され、判明した。
レミナロンの持続点滴の側管から抗生物質のチエナムをいってしまった。
レントゲンの検査オーダーが2箇所あったが、見落として1箇所のみ撮影し、担当看護師から指摘
をうけもう一度レントゲン撮影室に着てもらった。
レントゲンの呼び出しがあり、「Ａさま」をお連れしたが指示は「Ｂさま」であった。
レントゲンの指示があり撮影した。終了時に済んだ事の伝達と終了のサインを行わなかった為、ま
だ終了していないと思いレントゲン室に再度患者を連れて行ってしまった。
レントゲンの指示で右足関節を左足関節と誤記した
レントゲンの指示書に記載する際、右大腿と左と書き間違えた。 本人に左右を撮り間違えた事を
説明し、身体への害はあまりない事を説明した。本人に何の問題もなし。
レントゲンの袋に名前が書いてあり、全部その人のレントゲンだと思い、全てＡ病院に送ってしまっ
た。
レントゲンフィルムに貼ってあるＩＤ番号のシールに誤りがあったため、別の場所に保管されてい
た。
レントゲンより呼び出しがありレントゲンへ行き、レントゲンにて姓名確認を行ったら同姓患者間違
いだった。
レントゲン依頼伝票 氏名の間違い 撮影時に患者より指摘
レントゲン検査で検査天板の横溝を患者が握ってることに気づかず、撮影するために天板を動か
した。天板とフィルム保持装置の隙間に指をつめた。痛みを訴えたが、怪我はなかった。
レントゲン撮影の際、患者登録を間違えて入力した。
レントゲン撮影検査 次回撮影予定の伝票を患者が持ってきたので日付を確認せずに撮影した
看護師の説明不足、確認不足
レントゲン撮影指示票 左右の間違い（技師が気づく）
レントゲン撮影部位で左足部を右足部と思い込み撮影した。
レントゲン室より、造影を行う為のルートに三方活栓でなく、プラネクターが、接続されていたため、
交換の連絡があり、三方活栓を持っていき交換する。しかし、エアー混入してしまい、エアー抜きを
行うが、上手く抜けず、サーフロー抜去なる。その後、三方活栓の在庫がないことを告げると、プラ
ネクターで再度血管確保して造影行う。造影中トラブルなし。
レントゲン照射録に基づき撮影。技師が手術側ではないようだが指示通り撮影したと話している
為、写真を確認したところ右股関節の手術をした患者様に対し左股関節の写真が撮影されてい
た。照射録にも左の指示が記入されていた。医師は手術中でもあっため一旦病棟へ戻り後で報
告。そのまま撮影し直しの必要ないとの指示あり。
レンドルミン０．１２５ｍｇを投与するべきところ、０．２５ｍｇを渡し内服させてしまった。当直医に報
告し、バイタルサインのチェック指示あり、明らかな病状の変化はなかった。
レンドルミンDのところを、誤ってガスターDを調剤してしまった。すぐに気付いたため、正しいものに
交換した。
レンドルミンを服用し就寝された 夜間トイレへ行こうとしたが、体動が不自由なためベッドから離
れる時に頭から前のほうに転倒された。前額部に擦過傷を認める。 意識レベル・バイタルサイン
に変化はなかった
ロイコボリンが０時に施行指示が出ていたが日にちがまたいでいるため当日勤務時に手元にあっ
た注射ワークシートには印字されていなかった。そのため時間で施行せず深夜勤務者がワーク
シートを印刷し、指示に気がつく。気がついた時点でただちに施行する。
ロイコボリン注48Aを58Aで調剤
ロイコボリン注射薬５Ａ内服の指示があったが１Ａしか用意できていなかった。実施前に担当看護
師が気付き指摘をうける。 指示を再確認し正しく与薬してもらった。
ローションとクリームを誤って患者さんに渡してしまった
ロカルトロールの処方箋に対しケルナックを処方した。 患者が服薬前に病棟で看護師が気付い
たため未然に防げた。 処方者は両薬の形状が似ているため取り違え、監査者も確認に正確を
行っていなかった。
ロキソニン、ムコスタ２Ｔ／２Ｘ（朝夕）を渡し経口により与薬する予定が、同薬３Ｔ／３Ｘ（朝昼夕）渡
して与薬してしまった。
ロキソニン１回１錠の処方を１回３錠とオーダーした
ロキソニン1錠+セルベックス1錠頓服薬、疼痛時14回分処方のところ、セルベックスをムコスタと間
違えて調剤し詰所に渡した。看護師が気付き薬局に連絡あり、交換した。
ロキソニン４日分の指示を7日分で調剤し看護師に指摘され間違えに気づく。
ロキソニン６０ｍｇ、ムコスタ１００ｍｇを２Ｔ／２×に内服が変更になったが、３Ｔ／３×で内服と指
示受けをしたので、薬札を書きかえなかった。
ロキソニン錠の処方で「１回１錠 ５回分」とするところを「１回３錠 ５回分」とオーダーした。
ロセフィンに生食５０ｍｌ溶解の指示であったが、生食キットにて溶解。主治医に報告し、２日のみ
生食キットＨにて実施された。
ロセフィン点滴を2回/日に施行中のところ、本当は2Vだったのに1Vしか混注しなかった。用意され
ていたのも1Vだった。ダブルチェックでも気付かなかった。 結局そのまま施行。1Vあまっているこ
とに他者が気付き、主治医にその旨報告した。患者自身に身体的影響はみられなかった。
ロマノラーフ施行した患者が水分摂取励行していたが、排便がなく、その後、訪室した際にも排便
がなかった。患者のお薬を確認したら、後日予定のＭＤＬ後内服用の下剤（センノサイド２錠）が
あった。それを本日施行したロマノラーフ後の処置のもので、日勤の看護師が飲ませ忘れたのだ
と判断し内服させてしまった。
ロラメットを与薬せずに様子みていたが昨日飲んでよかったからちょうどいいと言われ与薬する、２
２時ごろ巡回時座位で座っており「何か気分が悪いのでもう少し座っとく」と言われ同室者のオムツ
交換等をしていたら物音がしてベッド頭元の方に滑ったといわれ転倒していた「オシッコをしようと
思ってふらついた」と言われる、靴を履いていなかった。
ロルフェナミン１錠分三７日分を疑義紹介せずに７錠払出す
ワークシートを見逃し、６時の抗生剤を施行せず、患児の母親に指摘されたあとすぐに施行した

背景・要因
改善策
患者の訴えのまま、医師に確認もせず、痛みが強いのだという思いから、指示簿を確認せず、そ 患者の訴えを医師の指示であると思わないこと。医師の指示を確実に実施することの必要性を認
の場でフラッシュした。
識させる。以上、指導した。
知識、教育の問題点
薬剤についての知識を向上させる。
照射録の項目が多く、検査部位を見逃してしまった。 撮影前後、フィルムを搬送時に確認を怠っ 検査部位の確認は、複写になっている2枚目のほうが字が青く写し出されて見やすいので、2枚目
た。
で確認をする。
復唱して確認しなかったため、聞き間違えた。
口頭指示受けをする場合は、必ず復唱する。また、ホワイトボード等も確認する。
ルール違反。業務の明確化が理解できていない。
各役割を明確にし、きちんとした流れで働くようにする。コミニュケーション能力を高める。
よく確認せず記載してしまった
思い込み

左右の書き間違いは発生しやすいため、再確認が大切である
自分の思い込みにより、指示を記載したことにより、起こった事と思われます。今後は病院や患者
の観察をしっかり確認した上で記載する。
内部まで、しっかりと確認すること。

思い込みから、確認を怠ってしまった。
ＩＤ番号が記載されているシールを貼り間違えていた。

看護師に指摘され、ＩＤ番号記載のシールを貼りなおした。フィルム袋に氏名を記入する際のチェッ
クに加えてフィルム受け渡し前に、もう一度確認する。
検査呼び出し、病棟検査ボードにはフルネームで記載する。

同姓患者の認識深める

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 確認不足の徹底、複数で確認
不注意
患者の動き・手の位置等確認する
確認の漏れ
チェックの仕組みの問題点 患者への説明方法の確認

撮影時のマニュアルに則った確認行為を必ずおこなうことを再確認。
説明、チェックの徹底

チェックの仕組みの問題点 患者とのコミュニケーションの問題
業務手順確認
三方活栓でなく、プラネクターで造影が行える事を知らなかった。回路交換時、クランプを上手くで
きず、エアーが入ってしまった。造影介助についたことがなかった。

チェック、確認の徹底
伝票をよく確認し、患者本人にも確認する。医師は伝票を分かりやすく記載するように。
プラネクターで造影を行う。プラネクターが不適切なら、今後造影時のルートは三方活栓にすると
ルールにする。新人教育を行う。

指示が出た際に部位の確認をしていない。 医師が間違って指示を出している。 技師がおかしい 指示を受ける際、部位の確認、撮影前に再度部位の確認をする。 撮影前の確認作業は、看護師
と思いながら確認を取っていない。 患者自身に部位の確認をするところマニュアル通り指示の確 だけでなく技師も確実に行う。 医師へ左右の指示の確認を徹底してもらう。 患者様へ検査の意
認作業がなされていない。
味を説明しておき、左右の確認を患者様自身に行うようにする。
本人用で処方されていたことの情報がきちんと伝達されていなかった。

本人用で処方されている薬剤については、内容についてしっかり申し送りをすること。

レンドルミンD、ガスターD共に薬品名が似通っている箇所があるため間違えてしまった。

調剤時、薬品名の確認を徹底する。

・患者自身が自分の運動能力を過信していたこと ・夜間の移動時に看護師を呼ばれなかった事 ・夜間はベッドサイドで排尿されるように促す ・移動時は看護師を呼ばれるよう繰り返し説明する
指示が０時のものであったため気がつかなかった。しかし、カーデックスには申し送りとして記入し 落としやすい指示に関してはカーデックスに記入に加え、口頭でも伝達していく。
てあったので情報収集時に見落としをしたいた。治療中の患者であったためもっと注意していれば
気付けたかもしれない。
思い込み調剤
集計表と取った数量を2度確認する
確認不足
指示を理解し、確認を怠らない。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
調剤、監査の問題点

・業務、労働体制上の問題点

３Ｔ／３Ｘと思い込んでいて、薬袋及びカーデックスできちんと確認しなかった。ダブルチェック時も
準夜フリーに薬札と薬を見て確認してしまった。
処方医の勘違い
胃薬を調剤ということを認識していたが、バラの端数をたくさん使用し調剤したため、数に気をとら
れ、薬剤確認が不十分になった。
ロキソニンは7日分の処方が多いため思い込んでいた。コンピューターの入力を訂正しなかった。
確認不足。
今まで３Ｔ／３×で与薬されていて、臨時処方が定期処方になって初めての処方であり、指示受け
の際思い込みで３Ｔ／３×と思い、薬札の書きかえも行いませんでした。今までと変わりないと思っ
てしまった思い込みがミスの要因と思います。
単純な思い込み。
多忙であり、注射シートの確認が十分にできていなかった。

院外処方の早期実現
忙しいときほど気を付けて処方、監査を行うことを徹底した。
薬札記入時は薬袋もしくはカーデックス・指示簿と照合、記入しダブルチェック時も同様に確認しな
ければならない。
ありえない処方量にはワーニングをかける
最初に薬剤名を確認するという事を再確認し、調剤時の確認が不十分にならないように指導す
る。
処方箋の確認、コンピューター入力時の確認を必ずする。
ダブルチェックの際、急いでするのではなくゆっくり時間をとって声に出して行う。
オーダリング上でのチェック。
確実の注射薬の確認。声出し確認。

確認不足。ダブルチェックをしているはずなのに、皆それに気付かなかった。 たいてい1V混注で 数量がちがう場合はマーキングしてあることが多いが、もっと大きく数量を赤字で記載するとか・・
あることが多いので、先入観もあったのだと思う。
やはり確認の際は指差し・声だし確認をする。
伝票確認不足。

ダブルチェックの徹底。伝票の日付など、カルテの確認をする。

眠剤を服用することで足元ふらつき靴を履いていなかったことで滑った。

靴を履くように説明し、ひきつづき頻回に訪室する。

疑義紹介をせずに払い出す
ワークシートの見落としと、患者の治療状況を十分把握していなかったため。

処方箋監査法の徹底 ダブルチェック
ワークシートを確実にみていくため、最低２回は確認行う。また十分な情報収集を行っていく
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具体的内容
ワークシート通りに検体を並べずに3人分の血液型を調べて、検体取り違えに気付かずそのまま
入力してしまった。
ワーファリン2.0Tから1.5Tへ減量する際に電子カルテの指示入力の変更をせずに、コメント入力の
み施行したため薬剤部・医事に指示が伝わらなかった。
ワーファリン２ｍｇから３ｍｇに増量指示があったが、処方箋入力の際に気づかす２ｍｇのままで処
方となった。
ワーファリン２ｍｇの処方をコンピューター入力する際に４ｍｇと倍量で入力。 次の外来受診時に
誤りに気付いた。
ワーファリンの処方箋が薬局に来た。処方歴をチェックすることが定められているためチェックした
ら処方歴がなかった。主治医に確認しようと医師名の記載がない。病棟に確認すると、継続服用し
ていると看護師が回答した。調剤後病棟へ薬が行き、そこで患者名が違っていることを発見した。
ワーファリンの臨時処方から定期処方に変更の際、４日間指示の２ｍｇの倍４ｍｇを内服させてし
まつた。医師報告し、トロンボテスト指示採血す。検査値の大きな変動はなかった。
ワーファリンを夕食後にて内服量調整中の患者。ワーファリン１回配薬であった。配薬前内服量を
確認のため指示簿を確認したが、投与方法は確認せず患者にワーファリンであることを伝え、内
服させた。他看護師が残数を確認サインがあり、発覚。主治医報告、当日夕食後のワーファリン
は内服なしの指示となった。
ワーファリン投与中であったが朝食に納豆が出てきて食べさせてしまった。

背景・要因
電子カルテ運用マニュアルの知識不足。

改善策
患者の名前をキチンと確認する。 オーダー転送前にダブルチェックをし、確認が済んでからワー
クシート単位で転送する。
電子カルテ運用マニュアルの周知徹底。

処方箋入力ミス。

チェック体制の強化。

コンピューター入力時の基本的な確認ミス。 知識の不足も原因か。

コンピューター入力時、処方箋チェックする際に、必ずカルテを照合する。

処方箋の医師名の無記載、初回処方に必要なコメントの無記入など、必要と決定さていることが
守られない。意識の欠如だと考えられる。

薬歴にそって処方しなければいけない薬品についての運用ルールを徹底させる方法を模索中で
す。

指示受け、情報共有の問題。

指示の再確認。

確認不足

ワーファリン服用は朝食後が多いため、朝に服用させると思い込みがあった。指示簿で用量は確 内服の原則が守られていなかった。
認したが、夕食後服用であると思わず、当日朝に服用させた。

昼に１日１回血中濃度をみながら投与中であったが納豆はワーファリン投与中は禁であるという
認識がありながら投与中であることの確認を怠る。
ワイパックス（１）を与薬したが、指示がワイパックス（１）とコントミン（２５）であった。指示の確認ミ 思い込み。
スだった。
ワゴンに配薬トレーをのせ、患者に与薬をするときに、もっていく配薬トレーを昼食後のものを持っ 配薬トレーをカートに置いたときに、確認をしなかった。配薬トレーは就寝前のものと毎食後のもの
ていく予定が、就寝前のものを持っていってしまった。患者に与薬をする前に気づく。
とは大きさが違うが、表示が 同じ色だった。
ワゴンの上にポット２つとやかん２つを乗せて３階からエレベーター使用して往復した。その際、途 廊下の構造上の問題。台車が重さに十分に耐えられていなく、不安定。
中の段差が２、３ヵ所、絨毯が２、３ヵ所あり、熱湯が入ったやかんを転倒させてしまわないかと不
安だった。また、台車が不安定であった。薬と同様の台車のため、衛生上の問題はないか？
ワソラン2錠朝夕の指示であったが、間違って朝に2錠服薬させてしまった。

確認不足

圧迫除去の予定は１６：５０であったが、忘れていることに気づき、１８：５０に行った。患者は手指
にしびれあり。その後、しびれ軽減するも引き続き、要観察となる。
安静と尿量確認のためカテーテル挿入中だったが、巡視訪室したところ。カテーテル自己抜去し、
べット柵に掛けてあるのを発見した。
安静のための挿入したバルンを準夜帯家族が帰った途端自抜された
安静臥床中でバルンカテーテル挿入していた。チューブ類が気になっていたが抑制していなかっ
た。他の患者の処置中に自己抜去された。
安静時心電図「１分間記録」のオーダーを見落として、通常の記録をとってしまった。

配薬、与薬の手順の見直しをしていく。配薬トレーの表示を色分けしていく。
食堂のお湯は熱すぎるため安全のためにもお湯は八分ぐらいのみとする。水で７５度ぐらいにぬる
くする。しかし、ぬるすぎると患者様からクレームがあって病棟で以前のように入れるよう検討す
る。お湯は十分に注意し落ち着いて運ぶようにする。安定したワゴンに変更することを検討する。
開始になった薬は、与薬前にもう一度、指示表を確認する。 師長、スタッフ（教育係）より、新人へ
の指導を行う。
注意喚起の強化
監査時において、薬品だけのチェックではなく、すべてにおける監査の徹底。

ワックスかけ中の水でぬらした廊下で転倒
ワックスかけ中の注意喚起不足
ワンドウズ薬包の患者氏名印字が間違っていた。「○○A雄」のところが「○○B雄」になっていた。 確認不足によるミス。
亜鉛華単軟膏の用法を「貼付」としてしまった
悪性リンパ腫で○月２８日に、胸部外科から転棟してきた患者。翌月４日、カルテで看護師２人で
夕食前のインスリンの確認をダブルチェックし、ノボラピット６単位を施行する。夕食後の血糖値が
３９８ｍｇ／ｄｌと高いので、医師の指示があるのかカルテを確認しようとすると、胸部外科と血液内
科のカルテがあることに気付く。それぞれにインスリンの指示があり、夕食前にした指示は胸部外
科のカルテに書かれた、○月２７日の指示であった事に気付いた。血液内科での新しい指示は翌
月１日にだされたノボラピット１０単位であった。医師に報告し、本日はそのまま様子をみるように
指示される。
悪性リンパ腫の患者で8時と20時にＭＳコンチンを与薬していた。本日20時の分から増量となるこ
とを引き継ぎを受けていたが、10ｍｇを2包与薬するところを10ｍｇを1包しか与薬していなかった。
その時伝票の確認をしていなかったことと、なぜか10ｍｇのコンチンが20ｍｇに変更になっていると
思い込んでいた。
悪阻で入院中の患者様の持続点滴のルート交換日が記載されていなかった為、翌日し忘れたこ
とに気づき交換を行った。
圧迫止血をして、イソジン消毒、ガーゼ保護をした

確認を怠ることなく再三確認行動を取る。ワーファリンが投与開始された時点で給食コメント欄に
納豆禁と入力する。
与薬のマニュアルを守る

オーダリングの問題
用法が決まっている薬剤は薬剤選択と同時に用法が選択されるように設定する
胸部外科と血液内科のカルテが同じようにカルテ置き場にあった。 二つのカルテを区別するよう 他科のカルテは、いらなくなったらすぐに返却する。 他科のカルテは、色分けして分かりやすくす
な表示もなかった。
る。 ダブルチェック時、指差し呼称し、名前、日付をチェックする。

与薬伝票の確認不足。思い込み。

声に出して伝票の確認をする。 内服、処置などの変更時は、再確認し伝票を新たに書き直す。

ルート交換時を記載する手順がなかった。 決められた通りの記載がなされていなかった。

交換日・サイン・次回交換日が記載できる表を作成し、点滴台にぶら下げて置くようにした。 マタ
ニティカレンダーを作成し、ルート交換日も記載するようにする。 記載方法の手順書を作成。
家族に貸し出しをする時、十分注意して使用するように説明スタッフが付き添いをするようにする

家族の方に爪切りを貸し出し使用注意の説明が不十分だったと思われる。また、付き添いをしな
かったのも原因の一部
他のことに気を取られていて、確認と観察が不十分だった。

圧迫除去時間の再確認。業務終了前に受け持ち患者の病室をラウンドする。

尿量把握に関しては、カテーテル挿入せず。尿パットの重量測定とし引きつずきベット上安静とし
た。
本人が気持ち悪いから抜いた
痴呆がありベッド上安静に対する理解が出来ていなかった
自己抜去の危険性の予測が甘かった。オムツや病衣について自分で簡単に取れないよう工夫が 危険が予測できたので早めに抑制をする 病衣（例えばつなぎなど）の工夫をする
足りなかった。
依頼箋（検査申込書)の項目をもう少し細かくすると良いのではないか。依頼箋の備考欄に「１分 申込書の手書きの部分まで目を通すようにする。
間心電図」という記載があった。備考欄まで検査技師が確認を行わなかった。新人であり、技術が
未熟であった。
安静中の患者が、夜間一人でトイレへ行こうとして歩き、トイレの前でバランスがくずれ臀部から転 ･夜間排尿時に関する説明不足 ・患者自身の自己運動能力の過信 ・筋力低下
・夜間排尿時は必ず看護師を呼ぶように繰り返し説明する ・予め排尿誘導する
倒された 臀部打撲されたが、骨折などの異常所見はなかった
安静度がギャッチアップ45度までの患者を夕食時にギャッチアップ60から70度にしていた。その際 前勤務者からギャッチアップ可と申し送られていたが、何度までかを具体的に聞いていなかったた ギャッチアップが何度までかを必ず確認する。
医師がちょうど訪室しており、まだギャッチアップ45度までと言われて初めて気づく。医師の指示に め。インシデントが発生した後でワークシートを見たらギャッチ45度と書いてあったため、ワーク
て12誘導、ＶＳ施行。変化はみられず、翌日の朝からギャッチアップ90度の許可がでる。
シートが完全に読みきれていなかった。
安静度がベッド上安静であったが、心電図モニターノイズがあったため訪室すると、トイレに歩こう 痴呆、健忘があるため何度も説明を繰り返し、頻回な訪室を繰り返していた。この部屋はナースス 部屋の選択の優先順位を、スタッフ間で検討する機会を持つ。
としていた。
テーションから死角であった。
安静度が変わり、ベットで端座位が可能となった。夕食より端座位で食べていたところ、ペットボト ・看護師の観察不足、説明不足 ・安静度の移行動作の開始時期エラー ・医師との連携不足及 ・安精度変更による移行動作は十分に観察が可能な時間帯を考慮して計画と実行 ・ベット柵は
ルが床におちたため自分で拾うとしてベットから滑り落ちた。
び看護師間の連携不足 ・患者の理解不足 ・ベット柵の位置エラー
安全な位置を考えて設置 ・チームカンファレンスを実施したうえでの実施と計画
安静度の指示変更があり、病棟内自由でナースに声をかければ１F売店まで許可の指示であっ ナースに声をかけて売店まで可能という指示であるが、検査まで許可にはなっていない。しかし移 指示の意味をよく考えて対応。今回のように紛らわしい指示については医師に確認する。
た。１Fで行う検査指示があり、車椅子で移送させ主治医から注意指導を受けた。
送方法は歩行という指示が今回は出ていたが指示の確認不足と勘違いをしてしまった。
安静度の制限の理解が不十分で、トイレまで可能の患者が売店に行こうとしているところを発見。 説明は行ったが、患者の理解が不十分であった。
患者の理解力に合わせた、分かりやすい説明を行う。
安静度はトイレ歩行までの指示であったが、自分で電話をかけにいったり、自動販売機まで飲物
を買いに行ったりしたと本人から聞く。安静度について確認すると聞いていないとの返答。
安静度は車イスであるが廊下まで車イスを押して歩行し廊下で車イスに乗っていたようである。
安静度拡大に向け、上肢抑制をはずし様子を見ていた。娘が来詰し訪室すると、ＩＶＨ刺入部のシ
ルキーポアドレッシング及びテガダムを剥がし、ＩＶＨを引っぱっており、挿入長さ１２ｃｍになってい
た。逆血してきており、ルート内で血液は凝固していた。

患者の十分な理解が得られなかった。痴呆のため。

安静度の十分な説明と、理解の確認不足。

患者が何を希望しているのかを察せるような関わりや、遠慮なくナースに言って頂けるような雰囲
気作り。安静の必要性を再度確認し、不明な点は説明する。
ブレーキのかけ忘れ
車イスに乗るときはブレーキを確認するように説明する。
午前中より上肢抑制をはずして様子をみていた。頭を触るなど、危険を予測する行動があったに 危険を予測する行動が見られた時点で、予防策として上肢抑制をするべきであった。家族が離れ
もかかわらず、抑制せず経過観察としていたため、自己抜去に至った。
るときには看護師に声をかけることを徹底する。
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具体的内容
背景・要因
安全ベルト使用にて車椅子乗車中、同室者痴呆患者に安全ベルトを外され、病室入口付近にて 観察不足。
転倒。後頭部腫脹。
安全帯にて体幹を固定左上肢を抑制。気管ﾁｭｰﾌﾞ・ＳＴﾁｭｰﾌﾞを左手に持っている患者を発見し
・患者の状態、状況を考えた有効な抑制ではなかった
た。抑制帯はすべて外れていた。 再挿管にいたった。
以前、ニトロダーム処方漏れのあった患者さま。再度処方漏れあり。看護師はカルテをみて「もし、 基本カードにあがってこなかった。処方時の確認ができていなかった。
入っていなければとりにきてもらえますか？」と返答する。患者さまは「そちらのミスなのに取に来
いとはおかしい」と厳しく抗議される。
以前から、プレタール2錠分2で内服中であった。ＯＰを3日後に控えていたため、医師に確認すると 口頭指示であった。カルテ記入がなかった。 申し送りがあいまいであった。
「止めとかんとあかんなあ」といわれたので、止まっているものと思い込んでいた。しかし実際は止
まっておらず、 腰麻でする予定のＯＰが全麻に変わった。
以前からプログラフ０．８ＭＬ、生食５００ＭＬがＩＶＨ細ルートにより２４時間かけてＤＩＶされていた患 ・複数の点滴がある患者であるにも関わらず、１人で交換した。 ・部屋担当がＤＩＶのルート、薬剤
者で、前日のＩＶＨ抜去後よりプログラフは中止になっていたが、当日朝より再開になっていた。
の種類を訪室後すぐに確認しなかった。 ・ＩＶＨ抜去後もＤＩＶのオーダーがＩＶＨとなっていることに
ルートは末梢の１ルートのみであったため、側管から自然滴下で接続されていた。 その後、そ 気付かなかった。
の事に気づかずにいた部屋担当がバイタルサインを測定したところ、血圧が６３／４１ＭＭＨＳへと
低下していた。指示にあったプレドバを８．０ＭＬ／Ｈへ上げたものの、血圧の改善は認められず、
医師に報告した。ラクテック負荷の指示があったため、ルートをもう１ケ所キープし、負荷していた
ところで、プログラフが側管から滴下されていたことに気付き、クランプした。その後、血圧は８０台
に落ち着いた。
以前にもインサイトを抜去した患者。看護計画で、つなぎ服、ミトンを着用し、夜間のみ抑制してい 患者の痴呆などの状態把握が甘い。計画の根拠が弱い、情報の共有の問題
たが、早朝、抑制をはずした後、観察を頻繁にしていたが、ＡＭ8時に訪室すると、イレウス管、イン
サイトが抜去されていた。｢起きたらなかったよ、せつないね｣と言われる。自己抜去したことは覚え
ていない様子
以前に抗てんかん薬を内服していたため、思い込みで内服させようとしてしまったが、患者名が違 深夜明けでボーとしていた。勤務状態による問題
うのに気づいたため、誤薬は避けられた。
以前も転倒しており、注意し頻回に訪室していた。多発性脳梗塞あり、レベル精神科受診もしてい リハビリでは杖歩行も行っているが、病室ではトイレと食事以外は臥床している。ポータブルトイレ
る。昼食前尿意尋ねるがないと言い、食事セッティングする。もたれたまま食べたり、途中で横に の移乗は自己にて行っているがふらつきあるため他は車椅子使用し、歩行しようとしている姿は
なってしまうため 椅子にきちんと座って食事とってもらう 下膳時食事が消化するまで座位を希望 みられず、ナースコールもしっかり押してくる。転倒は注意していたが歩行はしようとしないだろうと
したため、他患者の口腔ケアを行うため席を外す。５分程して訪室するとベットサイドに患者の姿 思い込んでいた。尿意は聞いたあとであったが食後便意を感じトイレへ行こうとしたと言われる。
はなく、トイレで転倒している姿あり。
ナースコールもすぐそばになかった。
以前より、少量の嘔吐を繰り返していた。医師了承の下、胃吸引を施行しながら、経管栄養続行。 いつも少量ずつ嘔吐みられており、いつもと同じだと思っていた。カフエアーの確認を毎勤務行っ
胃吸引にて、０ 100ｃｃ程栄養液が引けており、注入間隔を６時間程あけ、注入していた。 ○/14 ていたが、1cc 少なく、横もれしていた。アセスメント不足により、患者の栄養吸収状況に合わせ
朝5時半、いつもどうり、体位整え、去痰後経管栄養注入開始する。注入後、痰増加あり。去痰は た経管栄養の施行ができていなかった。
かりながら、注入続行する。SPO2低下なし。残100のところで、他チーム看護師に状態観察してい
ただき、誤えんしている恐れがあること発見される。
以前よりタケプロンを服用中であったがランサップの処方する事でタケプロンが重複した。
薬剤の知識不足
以前より転倒の危険説明しスタッフに声をかけるよう話しており、再度説明を行った
・夕食介助後片付けの最中であり、患者が一人でトイレに入ったことに気付かなかった・患者本人
も一人で出来ると考えている
以前より不隠状態があり、抗精神薬の調節中の患者様である。２１：００に眠剤を内服し０：３０頃ま せん妄があるため薬剤を検討中であった。薬剤の影響でふらつきが強くなったりしていた。
で睡眠 １：００頃トイレのためナースコールありポータブルトイレへ介助した。ベッド柵を立て両手
で握らせ片手の方にナースコールを握らせ引継ぎにもっどった。数分後ガタンと音がしたため訪室
するとポータブルトイレとベッドの間に頭側を向いてしりもちをついていた。
以前より歩行時フラツキあり、トイレ歩行時ナースコールするよう促すもコールなく離床センサー装 離床センサーにてトイレに行く時はナース見守りのもと付き添って歩行していたが、トイレが終了
着。離床センサーのコールにてトイレに行く時はナース見守りのもと歩行していたが、トイレから部 するまでは付き添っておらずトイレからの帰りに一人で歩いていたところ転倒してしまった。
屋に戻る時はナースコールなく自分で歩いて出てきており廊下で車椅子にもたれかかろうとしてい
るところを発見。側に駆け寄るも間に合わず、ふらつき転倒。廊下の壁に頭をぶつけ、額に擦過傷
あり。
以前胃管カテーテルを自己抜去している事もあったので、抑制帯で両上肢を抑制して6時から経 固定はしっかりしていたが、レビン挿入による不快も強かった為患者がレビンチューブを気にされ
管栄養を施行していた。9時から30分おきに訪室していたが、自己抜去するような仕草は見られな 触っているうちに自己抜去につながった。 上肢を動かす事ができるため、自然に抑制帯がゆる
かった。10時50分に巡視したところ、鼻と頬の固定のテープがとれ、胃管カテーテルが抜かれた状 み手が届いた。
態で患者の体の上にあった。抑制帯は、患者が手を動かすに連れて手首の辺りから関節の方に
ずれていた為胃管カテーテルに手が届いたためと考えられる。 主治医に報告したところ、食事摂
取量が足りていない為再挿入の指示あり再挿入した。
以前勤務時尿量300ml以下で、ラシックス二分の一ＩＶする患者であった。カルテで確認したもの
思い込みと、確認不十分
の、えんぴつで、消去していたが、思い込みか、その指示を使用してしまった。
以前受診したときには交通事故であり、今回は国民健康保険であったが、選択を間違えてしまっ 情報入力時の選択画面の確認が不十分であった。健康保険であろうという思い込みがあった。
た。国民健康保険で請求するところを交通事故で請求してしまった。
以前入院時もふらっと出歩くことがあった。深夜不在を発見捜索する｡約２時間後に病院の近くの はっきりしない。
路上で座り込んでいる所を発見された。右ひざに傷があった。
依頼された患者と異なる患者が撮影台に乗っていたが、患者を確認せずに撮影した
患者確認の問題
依頼の栄養指導箋には病名が「高脂血症」とかかれていたが、カルテの病名は「高尿酸血症」で 指示・伝票確認不足。
あり、指導前に間違いに気づいた。
依頼項目のうち伝票の下方にあるＨＢｓ-ＡｇとＨＣＶ抗体の検査依頼を見落とし、入力できていな 入力者の不注意 入力後あまり時間が経過していない為チェックも未実施でした。
かった。 至急項目ではなかったが、診療Ｄｒ.が画面に項目表示が無いことに気付き確認の連絡
が入った。
依頼入力で食後血糖だったにもかかわらず、空腹時と入力してしまった。検査科内でダブルチェッ 食後か空腹時かは看護科の手書きの時間にたよっている。この１．５時間が空腹時のＦにみえた
クしている時に気付き、変更する。診療には影響なし。
ため入力間違いしてしまった。
依頼入力後発行された検尿ラベルを検査実施する前にゴミ箱に誤って廃棄した。
検尿担当者が検体提出されているのに依頼が出ないことを不信に思い、検索後ラベルの紛失に
気付く。 朝一番の依頼入力が多いときで、多数の検体ラベルを採血管に貼り、一番先の尿ラベ
ルに気付かず廃棄されたものと思われる。
依頼入力時、S-AMY入力漏れ。至急検体であった為外来より連絡があり気付いた。
忙しかった。 次の検査が控えていた。
意識レベル、麻痺レベルが改善してきる患者であったが、麻痺のため挿管チューブに手が届かな 思いのほかにレベルが改善したため。
いと判断し抑制をしなかった。同室者の検温中に自己抜管されていた。完全に抜けていた。抑制
同意書なし。
意識レベル300の患者だった。点滴、バルンを自己抜去して歩行してしまった。同室の付添いから ・業務、労働体制上の問題点 ・夜勤帯で昼間に比べ人員が不足していることも原因として考えら
ナースコールがあった。状態悪化の可能性があった。
れる。
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改善策
安全ベルトを外した患者の家族に連絡し、付き添い依頼。
患者にあった抑制を考え実施する。
医事課での入力、処方時の確認徹底をすること。電話対応に気をつけること。
口頭指示は止めてもらい、きちんとカルテに記入し、きちんと指示受けをすること。
・たくさんの注射薬剤がある患者については、１人で交換するのではなく、２人以上で確認しながら
行う。 ・ＩＶＨ抜去などルートの変更がある場合は、その薬剤の投与方法等の確認を行う。

再プランニングと情報の徹底化

今回は事前に気づきミスには至らなかったが、深夜で配る水薬などは前日日勤帯でチェックをして
おくなど必要か。
ADL拡大と筋力をつけるために日中ポータブルトイレを外したが、洗面やリハビリで歩行を促し、
ポータブルトイレはもう少しベットサイドに置いておく ナースコールは手元に置き声かけを行って
いく
現疾患だけで患者を考えるのではなく、既往歴からも患者の状態をアセスメントし援助していく。
医師報告し、栄養液減量で経管栄養続行の指示を得る。カンガルーポンプ使用し、24時間かけ、
注入速度を統一しゆっくりと注入する。吸収状況確認しながら、速度考慮していく。
指示受け看護師も医師に声掛けると同時に薬の内容を学習する
・今後もスタッフに声かけを行うよう患者本人に説明・患者が車椅子乗車時の居場所の把握を
行っていく
眠剤を内服している・転倒リスクが高い・理解力が低下している患者様は、ベッドから離れる時は
側を離れず最後まで介助する。 ナースコールに見守りの必要な患者は誰が見ても解るように
マーキングする。モニターでの継続した監視 離床センサーマットの継続使用.
トイレ移動時は行きだけでなく、部屋に戻るまで付き添い見守る。

抑制帯の固定をしっかりする。 食事が始まって1500KCalの食事を5割程度摂取しているため、経
管栄養の必要性を確認したが栄養状態がよくないため必要だと言われた。

カルテをきちんと数回確認する。
一つ一つ確認するようにする。どのようなことを特に確認する必要があるかを分かりやすくする
為、重要な項目の指差し呼称が出来るように、標語のような張り紙をする。
一定の患者情報を管理看護師長、守衛に知らせる。
患者確認の徹底
指示箋とカルテの確認の徹底。
入力者の確認作業の徹底 速やかなチェック また、今回のように気づいた人からの確認依頼に
も期待したい
充分注意して入力する。 看護科の記入をもう少し大きく書いてもらうように依頼して再発を防止し
たい。
今までも同様のミスを経験し、ラベルの台紙破棄時は注意を喚起してきたが同様のミスが発生し
た。 台紙破棄時は、台紙を必ず目で確認、細かく割いて破棄、の注意を再度呼びかけたい。 ま
た、廃棄される台紙が長くならないよう小刻みに廃棄することも改善策と考えられる。
よく確認する
危険を感じた時点で、抑制をするか、自分が目の届くように考えて、検温する。
・家人への協力をお願いする。 ・ナースステーション近くの部屋へ移動する。
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具体的内容
意識レベルがクリアではなかったが歩行はフリー（棟内フリー）であるＰｔで、前日の準夜帯でも離
棟していたため、ベッドでは抑制（体幹・うーご君）を行い、日中フリー歩行中は目を離さないことが
看護師・家族の決まりごとだった。本人に娘親子の面会があり、ベッドで話をしている様子だったた
め、同室のＰｔ二人の処置を行っていたが処置が終わりカーテンを開けるとＰｔ・家族の姿がなく、詰
所へ探しに行くとリーダーから「家族が帰った、さっきまで詰所にいた」と聞いた・その後棟内を探し
たが本人は見つからず、２０分後に入口のあたりで発見された。
意識レベルほぼクリアであり、ライン抜去動作も全くなかった。夜間「もう帰る。出かけなきゃいけな
い」との発言はあった。しかし、ライン抜去動作みられなかった為、抑制はしていなかった。午前３
時３５分、訪室時便臭あり。オムツを開けて見たところ、尿道カテーテルが抜去されていた。本人に
尋ねると「抜いちゃった」と言われる。医師に報告し再挿入となった。
意識レベル低下で、危険を予測し,果物ナイフを引き上げるなど,対応策を講じていたが、夕食の配
膳にて他患者への対応後,訪室すると、ルートの逆血が見られた。ルートが引きちぎられ,3センチ
長が2ケ落ちていた。周囲に刃物は無く,歯で噛みきったようであるが患者さんの返答は無し。ＩＶ
ＨーＲ部確認し、ヘパリン生食を注入して通過寮効、ヒューバー針、ハート交換し再固定する。
意識レベル低下で入院。プレドパ注施行後、レベル回復し、不穏あり、DIVの反対側の上肢にミト
ン装着中。○/14右鎖骨下にIVH挿入され、右手にミトン装着していた。ベッドサイドモニターのア
ラームにて病室訪室すると、手のミトンを外し、モニター、IVH、デュロテップパッチ、病衣、自力で
抜去していた。
意識障害があり、目撃者もないため詳細は不明である。
意識障害がある患者が無意識に手を動かし手、胃ろうチューブ、モニターなどを自己抜去してい
た。
意識障害にて入院した患者。入院時より絶食であった。 →既往に糖尿病があり、医師指示録に
インスリンスケールが記入されていた。 →入院後（１１時３０分）の血糖が284であったので、ス
ケールにしたがってインスリン6U注射した。 →１４時の検温の際に“体がだるい。”との訴えが
あったので、血糖測定したところ67であった。→師長に報告。→主治医に報告。 →５０％ブドウ糖
４０ml静注施行。→その後状態観察した。
意識障害にて入院の患者。入院時、意識レベル1-30であったが徐々に改善。朝、氏名・年齢・生
年月日まで答えるまでに改善。危険行動はなかったので抑制はせず。その後、自己抜去に至る。
意識障害のある患者で、Ｍチューブを挿入して５日目であった。ミトンのみの行動制限で自己抜去
しなかったため他の行動制限はしなかったが、自己抜去した。
椅子から立ち上がり歩行するものの、途中で立ち止まってそのまま床に座り込んでしまった。声か
けするとトイレに行きたいが立てないと言う。（他の患者様を指し、おびえている。）
椅子に腰掛けていらっしゃったので、自室に車椅子で誘導する為、車椅子を持ってくると、患者が
立ち上がられて転倒。後方に乗っておられた車椅子の背もたれに頭部をぶつけて、尻もちをつか
れた。疼痛･外傷なく、経過観察とする
椅子に座ろうとして、しりもちをつき頭をテーブルにぶつけられた。
椅子に座ろうとして目測をあやまりしりもちをつき左臀部を打撲したとのこと。「あと２、３センチ足ら
んかった」とのこと。
椅子より立ち上がる際に転倒
椅子をすべらせながらの移動中バランスを崩し椅子ごと転倒
椅子付歩行器で徘徊中、椅子に座ろうとして、目標をあやまり尻餅をついた。

背景・要因
改善策
徘徊の危険があると知っていたにもかかわらず、目を離してしまった。処置に入る前に家族や他ス 処置に入るなど本人から目を離すときは、他者にも協力してもらい離棟のないよう注意する。もしく
タッフに注意を促さなかった。
は短時間であれば抑制を行う。

観察不足

環境の変化に伴って譫妄状態になる事も考えて頻回に訪床する。

意識混濁のある患者の安全対策、ルート類の管理の問題

点滴ルートを頭部側から足元に移動し、実に見えないよう工夫した

昼夜逆転傾向あり。チューブ類引っ張るため、手にミトン使用中だったが、IVH挿入後も片手しかし 訪室を頻回にする。また、予測される時は、両手の抑制をする。 IVHの部位を鎖骨下ではなく、大
ていなかった。
腿部にしてもらう。
体位変更をナース介助で行っていたのでナースが、トイレをするためにベッド下に降りることを予
想出来なかった。
患者観察、医療用具の保守・管理の問題点

家族の付き添い依頼実施
患者の動作に不安がある場合は、チューブ等を保護する工夫をする。

絶食であったが、指示があったのでインスリン施行してしまった。 入院時の状況を考えて、絶食 施行時に不安な点があったら、他の看護師に相談して行なう。
であったら血糖が低下する事も考えられるので、他の看護師に相談してから施行すべきであった。
主治医から指示を受けたリーダーにも問題があった。
意識障害。

決められた時間には訪床し､確認・観察は行っていた。意識障害の程度からは、事故抜去は予測
しなかった。よって、予防は困難であったと考える。

ミトンをしているため抜去されないだろうという認識が甘かった。

行動制限の方法について再考する。

介助しても患者の足がつっぱり、動かなかった。NSと２人でトイレに誘導し、排尿する。女子患者
に対して異常なくらい怖がっている。
・拒薬がある患者のため、夕食時に眠剤を与薬したことも原因かもしれない。・移動時に、立ち上
がられないように声掛けが必要だった

常に見守り不安を取り除いて生活できるようにする。

観察不足
不注意。

食堂には常時スタッフがいるようにする
椅子を手で確認して座るように説明。

与薬は食後自床に誘導してから行うようにする。また拒薬されるようなら時間をおく。移乗してもら
う際には自分から立ち上がられないように声掛けを行う

見守り不足
起立時フラツキがあるので常に見守り視界に入る位置に座ってもらう
見守り不足
移動中は声かけ・見守りをする
患者は痴呆症で、歩行器についている椅子であることを認識できず、座ってしまった。 医療用具 歩行状況観察、声がけ
の問題、痴呆患者の観察の問題
異種調剤に気付かず監査終了
作業中に他の仕事で呼ばれ注意力が散漫になった
勤務体制のみなおし
異常言動がみられるため、大部屋から処置室に移床し頻回に訪室していた。3時40分に酸素モニ 不隠状態で点滴維持中であった。観察不足。
不隠時は主治医に相談し夜間は出来るだけ点滴はしない様に検討する。 必要時は介護衣の着
ターアラームがなり、訪室すると酸素カニューレを外し点滴も抜けていた。出血などなし。２時の巡
用も考える。
視時は特に異常なかった。
異常時の指示薬、ｾﾀﾞﾍﾟｲﾝ２０Ａ，ｱﾀﾗｯｸｽＰ４Ａ，生理食塩水２Ａをﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾏｼｰﾝで調剤し払い出 業務のチェックシステムの不備 機械への薬品充填時に必ず２人で確認する
形状が同じ薬品は払い出す前に必ず再確認する 薬品充填時には複数で確認する
す。生食２Ａのうち １Ａが補正用Naclだった。
異食する患者であった。全員入浴中で、よく動く患者が本人の周りをうろうろしていたので、危険防 広い視野での確認ができなかった。入浴に行かないといけないあせりもあった。
もっと注意して異食物がないか確認するべきであった。
止のため、訓練棟へ移して、柱に鎖で車椅子を固定した。周囲をみたが異食するものは見あたら
なかった。しかし、車椅子を固定した柱の後ろに張り紙を張っていたのに気づかず、異食した。
異食する患者であった。入浴後、車椅子に乗車させ鎖で固定しておいた。周りを確認したところ、 入浴中で急いでいて、観察が充分にできなかった。
どこまで手をのばすかわからない、小さなものまで異食するかもわからないので充分に観察する。
靴下があったため異食すると思い、片付けた。しかし、他患者の車椅子があるのに気づかず、そ
またある程度予測する。
の場を離れた直後、他の患者の車椅子を引き寄せ、タオルを固定するひもをつかんでいた。２本
あり同じ長さのため異食はしていない。
異物混入：患者の煮浸し蚊が混入していた
衛生管理の不足
衛生管理の徹底
異物混入：汁ものの中にデッキブラシのような異物が混入していた
清掃の不備
清掃の徹底と使用前の点検を徹底
移行時の爪からの出血
観察不足
移行は二人で行う。爪を短く切る。
移植後のＧＶＨＤによる下痢が頻回にあり、腹痛を伴っていたため持続の鎮痛剤を使用、夜間は 持続でフェンタネストを投与しており、ロヒプノール投与後の薬剤の影響であったこと。患者には移 モニターでの監視を強化する。 患者への指導を行い、薬剤の影響で有ることをアセスメントをきち
ロヒプノールを使用していた。転倒のリスクが高かったためＴＶモニターで監視していた。当日朝も 動の際危険なときは連絡するように指導が十分でなかったこと。
んと行うこと。
トイレに排泄のため移動したのをモニターで確認した。その後他の患者の対応をしているときに、
ベッドに戻ろうとしてめまい生じ、尻もちをつく。その反動でポータブルトイレで頭部をぶつける。患
者からのナースコールで転倒に気付き、医師に連絡する。バイタルは問題なく、医師の診察にて
様子観察となる。
移動に介助が必要であるため、毎回トイレ前にナースコールを押してもらい介助していた。今回自 ナースコールを押してもらうように指導し、毎回押していた為様子をみていた。自分で移動する行 ウーゴ君を装着し、観察・移動の際早期にわかるように対処した
分で移動しようとし滑り落ちた
動が見られた際うーご君の使用を検討しようと考えていた
移動や車イス自立、移乗は一部介助を要する患者様であった。歯磨きをしようと洗面台のふちに 洗面所にいることは把握していたが、車イスの位置などもっと気を配り声掛をするべきだった。
見回りを頻繁にして危険を事前に防ぐ。
つかまって立とうとしてそのまましりもちをついた様子。車イスは洗面台から少し離れた所にブレー
キをかけた状態であった。
移動時は、車椅子指示の患者が、車椅子を押し廊下で歩行しているところを発見する 転倒等は 午前中より落ち着き無かったが、午後に家族の面会があったことや、他の患者と談笑している姿 患者が離床し、離床センサーマットが使用できない場合は、頻回に訪室していく
なし 午前中より落ち着き無く清拭も拒否するなどの行動が見られた
見られたため安心し観察不足となった
移動時転落
観察、確認不足
移行時はナースコールを押してもらうように説明。車椅子は見えない所におく。
維持透析患者77歳男性。身体の下にバスタオルを敷いていたが、開始時には気付かず終了後の 確認不足。
体重測定時、ベッド条件の中に入っているものはないかを確認する。チェック時にもう一度確認す
体重測定時に気付いた。そのため、0、3ｋｇ（バスタオル分）引き過ぎてしまった。体重測定は開始
る。
時も複数で行ったが気付かなかった。午前と午後のクールの入れ替わりの時間帯で多忙であっ
た。
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具体的内容
胃ＣａバイパスＯＰ 16：30頃腹膜縫合開始になったのでガーゼカウントすると１枚不足していた。
直ちに執刀医に「ガーゼが１枚不足なので確認してください」と言ったが、縫合している手を止めず
に「今日は中に入れてないのでない」と言われ再度Ｎｓでカウントしたがやはり１枚不足していた。
再度枚数が合わないことを報告するが「よく、外にガーゼがあるんじゃないの」と言われ、他のＮｓ
の応援を得て再度カウントするがやはり会わない為、執刀医にＸーＰを撮って頂くようお願いした。
腹腔内の確認はなされず、腹膜の縫合が終了しＸーＰにて腹腔内にガーゼが残存していることが
分かった。

背景・要因
１．今までも時々ガーゼカウントが合わない時あり、閉創してからいつものようにX-Pで確認してか
らでもいいやと言う先入観。（今まで腹腔内に残存していた事がなかった。）今までのガーゼカウン
トが合わない時は、交換手袋内に入っていたり、バケツ外に落としてありわかりにくかったりした。
確認不足。２．ガーゼカウントが閉創時の為、（洗浄準備・ドレーン・閉創糸の準備・手袋交換など）
慌ただしい状況下で、看護師だけの確認で医師との協力関係が出来ていなかった。３．麻酔医も
いない為、執刀医が麻酔覚醒させないといけないシステム。（緊張感の持続とあせり）看護師の1
人ずつの確認にまかされている。４．使用するガーゼ量が多い。（開腹手術用に、３０枚１袋・６０
枚1袋を準備していた。）すべてをＸーＰライン入りガーゼにしていなかった。
胃カメラ・エコーの予約漏れ 患者が検査に来院して、事務及び放射線科は初めて知った。 外来 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
からの連絡ミス。 直ぐに検査できたが、出来ない場合が想定される。
胃カメラで、延食の患者に、おやつを渡してしまい、患者が食べてしまった。
朝の環境整備で、胃カメラの検査版があるのに気付いたが、おやつがきたときに、胃カメラのこと
を忘れ、渡してしまった。主治医に報告し、そのまま胃カメラ実施する。
胃カメラのため７日前より４種類の内服中止の指示が出ていたが、中止薬の１種類を投薬してしま 確認不足による見落とし。知識不足。
い、翌日より４種類全部中止した。
胃カメラのため延食だったが、介護員への連絡を忘れてしまい配膳し、全量摂取させてしまう。
連絡不足。 多忙で延食者の確認が出来なかった。

改善策
１．器械カウントマニュアルの改善 (1)手術が始まる直前にガーゼ・器械を数えておく。 (2)出血量
の多い長時間の手術は、２時間毎に数を数え執刀医に報告する。 (3)手術野に使用するガーゼの
量を少なくする。 (4)閉創時、腹膜・硬膜などの縫合直前にカウントする。 (5)医師（創内）・看護師
（術野）のダブルチェックを必ず行う。 (6)数が合わないときは、執刀医の指示にて即座に操作を止
めＸーＰを撮り確認する。進行は、執刀医の判断で行い終了する。２．ツッペルなどは、すべてＸー
Ｐライン入りを使用する。使用する時は、必ずかん子をつけて使用する。ガーゼの1回包装量を60
枚から30枚に変更する。３．医師間で看護師の案を検討する。（手術室看護師→外科医師間→手
術室運営委員会→医療安全委員会）
連絡方法、チェック方法検討
その日の部屋担当でないときや、他チームの患者については、検査の有無をﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞで確認す
るべきだった。
中止薬はケースから抜く。

情報伝達は確実に行う。 検査カードをベッドサイドに見えるところに置き、患者にも説明を確実に
する。
胃カメラのため朝食が中止になっていた患者さんに至急の内服薬の指示があり処方箋が薬局に 当事者のうっかりミス。至急の内服薬は昼からの投与であり処方箋にはいつから投与するものか 検査のため絶食しているが場合により内服することもあり、不明なときは医師に確認する。
下りていた。調合後に病棟に上がってきたその内服薬を胃カメラで絶食中であることを忘れ患者に の記載がなかった。
服薬させた。
胃カメラの検査がある患者に、本日胃カメラだと知らずに吐血カクテルを飲ませてしまった。吐血カ 絶食札がかかっていなかった。 受け持ちの患者の検査の把握をしていなかった。
前日に絶食札を患者に持っていき検査の説明をする。夜勤帯で受け持つ患者の検査について把
クテルを内服してしまった事を主治医報告し、時間を遅らせ胃カメラすることとなる。絶食札がベッ
握する必要がある。朝絶食患者を紙に上げるとき、勤務者全員に声をかけるようにする。
ト上にかかっていなかった。受け持ちの患者の検査の確認をしなかった。
胃カメラの検査に呼ばれ、移送中に食事摂取の確認をしたところ、朝食を摂取しており検査延期と ・食事を止めていなかった。 ・医師が胃カメラ検査を予定したが、実施期日について看護師、患 ・医師は検査を予定したら、患者・看護師に伝達する。 ・深夜の看護師はカルテを確認する。
なった。
者に十分伝達されなかった。 ・看護師はカルテの記載を見落としていた。
胃カメラの検査の説明で朝食は食べてもいいと説明する
思い込み
チームの受持ち看護師に確認すればよかった
胃カメラの予定があり、禁食のはずだったが、他の患者の食事が誤配されていて、食パン三分の 配膳者がベットネームの確認を怠った為。
配膳時は配膳者と看護師で名前の確認を一緒に行い配膳する。
１を摂取してしまった為、胃カメラを最後に延ばした。
胃カメラを行うときは朝のうちに医師が注射伝票にサインを行い、そこに看護師が使用する薬剤名 注射箋記載を看護師が行っていること。 長い間このような手順で行っていたために、注射箋記載 当然のことながら医師が伝票を記載するように業務の調整を行う。 実施するときはマニュアルの
（ブスコパン１Ａ＋アタラックスＰ２５ｍｇ）を記入し前処置のための筋肉注射を行っていた。ブスコパ を医師以外の者が実施することに対して問題意識がないこと。 医師と看護師がその職務上の責 沿って（伝票による確認作業を３回行う）注射を施行する
ンを使えない患者の時には、医師が内視鏡の伝票に（グルカゴン１V）などと指示が記載する。 検 任を認識せず、以前からの慣習で業務を行っていること。
査当日は検査伝票に指示があることに気がつかず、ブスコパンとアタラックスＰ２５ｍｇを筋肉注射
してしまった。
胃カメラ検査の為，朝欠食の患者Dに、看護師A,Bが朝食を配膳した。患者Dは欠食の説明を受け 配膳時，看護師A,B共に食事板の確認，ベッドサイドでの検査板の確認を怠った。
配善事の確認を決められたとおりしっかり行うべきであった。
ていたが全量摂取。看護師Cが訪室時、患者D本人より朝食摂取した事を聞いた。
胃カメラ検査後、帰室してすぐに昼食を食べてしまった。
カメラ終了後、１時間は絶食であることを患者さまに説明したが、理解できていなかった。 昼食を 食事可能な時間まで、詰所で預かることを原則とする。 配膳する人と密に連絡をとり、確認する。
運び、「食待ち」の札を持ち帰ってしまった。
胃カメラ検査後、常食より全粥・軟菜へ変更の指示が出たため、夕食からの変更をコンピューター 胃カメラ検査結果を見て、慌てて入力した。 事前に選択メニュー（Ｂ食）が入力してある時は、変 コンピューター入力後の再確認。事例をスタッフで共有し、意識づける。
入力した。しかし、１週間前に入力してあった、翌日夕食の選択食（常食Ｂ）を削除していなかった 更をかけても、Ｂ食の前までしか変更されないことを忘れていた。 食事変更入力後、確認しな
ため、翌日夕・翌々日朝の２食、常食を摂取させてしまった。
かった。
胃カメラ検査後２時間経過していない絶飲食患者に対し面会者が飲み物を飲ませた。 昼前の訪 患者、患者関係者への禁止事項等説明・明示の問題点
患者へ絶飲食であることの説明の徹底。ベッドサイド等への明確な表示
室の際に患者本人から話があり判明。
胃カメラ検査中胃の洗浄水を準備していたときに、棚にあったガスコンドロップをとろうとしてＬＡＧ 消毒液（ＬＡＧ）とガスコンドロップを同じ棚においていたので間違いやすかったのではないかと思 消毒液とガスコンドロップを同じ棚におくのをやめ、別々の場所に置くようにした。
をとってしまいコップに ＬＡＧと水を混合してしまっった。そして、注射器に吸い上げている途中に う。
気づいた。その後ガスコンドロップと水を改めて混合しなおした。
胃カメラ施行前別のナースが医師にバイタル、問診表を報告しブスコパン筋注の指示受けをした。 情報 指示の伝達システムの問題点 （医師より指示を受けるナースと実施するナースが別々で 注射をするナースが問診表 オーダー用紙を確認して行うよう手順を検討する。
そのナースより口頭で指示を受けてブスコパン１A筋注した。検査後患者の他の薬剤が残っていた あり、実施するナースが口頭のみで指示を受けるためオーダー表を確認せず実施する。）
ためオーダー表を他のナースが確認したら、ブスコパン禁と記載されていた。
胃がんで胃の全摘出手術を受けた患者に糖負荷試験を実施しょうとしてトレランG７５ｇ1本飲ませ 入所時、採血時の既往歴確認不足
チェック表に記録する
た。
胃チューブを自己抜去されているところを発見する。
抑制実施状態の確認不十分
抑制が外れた経緯を調査し、患者観察を強化する。
胃ろう（バードガストロチューブ、ウィーザードタイプ）の本体より漏れがあり、様子をみていた。11 同様の破損は当病棟で3例目。いずれもここ１、2ヶ月に集中している。手技的な問題なのか、製 予定を早めてチューブを交換してもらった。
時の注入前に本体をよく見ると逆流防止弁の一部が欠けているのを発見した。注入は問題なく行 品の問題なのかは明らかでないが取扱いを慎重に行う。
えたが、フィーディングチューブ抜去時に逆流が見られた。
胃ろうがボタンではなくシリコンカテーテルを使用している患者様の胃ろうの交換時、バルーンへ 膀胱留置カテーテルは、ワッサーがセットされているが、シリコンカテーテルはカテーテルのみで 個人の注意喚起に留まる。
ワッサーを充填するはずが、生食を充填してしまった。翌日に気がつき、主治医に報告、ワッサー 単包となっているため充填薬剤を選択できることがヒヤリハットの要因。また、胃ろうはボタン使用
へ入れ替えていただく。胃ろうのトラブルはなく、患者に変化はなった。
が多く、シリコンカテーテルを用いている患者がまれなため、手順を忘れていた。
胃ろうから経管栄養を注入するために訪室したところ、胃ろうチューブが抜けており保護していたＹ 治療のため、患者は体幹拘束と両上肢の抑制を行っている状態で、準夜勤務開始時に訪室し、 頻回の訪室による観察と上肢の正しい抑制を行う。また思いこみを排除する。
ガーゼもとれて、ろう孔部が露出していた。胃ろう部に手が届く位置まで上半身がずり下がって、 体位を整え身体拘束を確認した。しかしこのときの上肢の抑制が緩かったため、胃ろうに手が届
寝衣も乱れていた。
き、抜去されてしまった。
胃ろうチューブを交換するため他院へ移送する患者に昼分の流動食および内服薬を流してしまっ ・情報の連絡・伝達ミス ・確認不足
・食止めなどの指示が見てわかるよう、患者のベッドサイドや流動食を準備する場所に札を下げる
た。移送先の病院へ連絡し残留液を抜いてからチューブ交換をした。
・確認の徹底
胃ろうチューブを自己抜去
チェックの仕組みの問題点 観察不十分
観察を徹底
胃ろうチューブを自己抜去された。
痴呆があるので理解困難。
手袋や上肢抑制
胃ろうチューブ造設の方でオムツ交換時右側臥位から左側臥位への 体位交換時、胃ろうチュー 体位交換のみに気をとられてチューブ類までの注意が出来てなく 行った。
胃ろうチューブは注入後は、衣類の中へ入れる。 体位交換時は十分に注意して、特に寝たきり
ブがベッド柵に引っかかり、負荷がかかり 抜去する。すぐにＤｒへ報告し出血みられずバイタル変
患者さんに対しては 安全、安心、安楽に心掛ける。
化なく再挿入する。その後も出血なく念の為専門のＤｒ診察も問題なし。
胃ろうの患者の受け入れに関して、事前に胃ろうのタイプの確認をしなかったため、当院入院後す 当該職員の、胃ろうに関する知識不足と、入院時の確認もれに起因するインシデントと考えられ 本人の改善策：入院案内チェックリストに「胃ろうのタイプ」確認欄を作成し、入院時確認もれのな
ぐに他院へ外来受診し、胃ろう交換に行くことになった。
る。
いように心がける。当院で使用している胃ろうのタイプについてしっかり勉強する。
胃ろうより内服注入していたが眠前にセディ―ル、ジルテック内服を注入するのを忘れていた。他 内服薬の確認の不十分。また患者にどの薬が使用されているのか把握できていなかった。
情報収集を確実に行う。忘れそうであればきちんとメモ書きしたものが実施されているか確認し、
看護師が残っている薬に気付き発覚する。
ものが残ってないかチェックする。内服薬は自分が使うものは早めに準備しておく。
胃ろうをつなぐ為訪室すると、ベッドの横で車椅子に足が挟まった状態で床から起き上がろうとし 体動の激しい患者なので、頻回にラウンドすべきであった。 アーム式ベッド柵だった為、開いた 頻回にラウンドし、転倒の危険場あれば連れて歩く。 アーム式から普通のベッド柵に変更した。
ている患者を発見した。 →車椅子に乗車させ、安全ベルトを装着した。 →VS測定・状態観察し、 アームの隙間から降りてしまったと考えられる。
主治医に報告した
胃ろう交換術当日の食事指示を、指示ミス 流動食であるところを通常の内容の食事が出されて 口頭指示であったため、主治医の勘違いが起こった為
カルテを確認して、指示を出すのがベターと考える。 できればその場で記入。常に回診時・診察
しまった。
時はカルテを持参する。
胃ろう挿肛中、本人がタオルを取る際にルートも一緒に引っ張ってしまい、抜いてしまった。サン 本日、上肢の動きが活発でルートの位置が悪かった。
患者のその日の状況等を加味し、ルート等の扱いを行なっていく。
エットが少量もれた。再接続する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
胃ろう造設30分前に抗生剤を実施の指示があったが患者の受け持ち看護師は気がつかず内視 胃ろう増設30分前の抗生剤は、注射係りが実施するのか、部屋もちが実施するのか手順が曖昧 部屋もちが責任持って実施することを手順とした。
鏡へ患者を移送。他の看護師が気づき内視鏡へ抗生剤を持って行き側管へつないだ。しかしクレ になっている。
ンメ開放するのを忘れた。滴下していないことを内視鏡の看護師も気がつかなかった。胃ろう造設
後部屋に戻ってきて気がつき、主治医へ報告、実施した。患者の状態に変化はなかった。
胃ろう造設の為、禁食・禁薬、点滴管理中だった患者にフロセミドが側管より指示されていた。その 完全な思いこみによるミス。
施行前の確認の徹底。
後、内服薬再開となった際、側管を中止せず内服・側管両方施行。医師からの指摘で気づいた。
胃ろう造設中の患者がチューブを自己抜去した。注入時は、車椅子乗者で施行し、抜去予防につ 患者管理不十分。
プラン通りに行動する。
なぎ服を着用してチューブを足から出るようにする、というＰＮＳプランであったが、その時は自室
のベッドギャッジアップにての注入で、チューブは腹帯の下から出していた。
胃ろう造設中患者の夕食後の薬に準備中に、他の患者の薬剤と混合してしまった。 →他のスタッ 薬剤溶解時に他のスタッフと会話していた。
集中して１つの仕事を行う。（スタッフ同士の会話は慎む。）
フからの指摘で気付いた。 →計５名の患者の薬が解らなくなった。 →解らなくなった薬剤を破棄
（患者には注入しなかった。）、翌日分の薬にて対応した。 →薬剤科に連絡し１回分の薬剤を請
求した。→所属長に報告。
胃ろう造設予定だったが、抗血栓薬を休薬していなかった。
内視鏡検査の予定の見落とし
内視鏡検査時の予定表を作成する。
胃ろう注入の為車椅子に乗車させ、食堂の窓際に移動した。 →車椅子のリクライニングが倒れ 入院時のカンファランスで、“車椅子乗車時にはリクライニングを倒しテーブルのある所に座らせ カンファランスで決定した事は、きちんと守って行動する。 流れ作業にならないように、患者につ
ていなかったので、前屈姿勢となって頭から床に落ちてしまった。 →車椅子に乗せ、意識レベル る”と決めていたのに、（体重測定の日であったので）忙しさの為、決まりを守らなかった。
いて１つ１つ考えながら行動する事。
確認。レベル低下なし。 →右頭頂部に腫脹があった。 →担当医に報告。CTの指示が出たが、
患者の体動が激しく施行できなかった。 →その後胃ろう開始したが、特に変化は無かった。
胃ろう目的にて外科入院後、その後肺炎にて内科転科した患者に対して、同姓の患者がいたため 看護師自身が軽度の頭痛があり、やや集中力に欠けていたことと同室内での処置をしながらの行 マニュアルどおり実施すること。（フルネームでの確認と点滴ボトルに責任者確認印を押すこと）
誤って投与（抗生剤セフメタゾン1ｇ）したことをリーダーが発見したこと。その後、担当医が経過観 為（ネオライザーの調子が悪く気になっていたこと等）又、思い込みで姓だけの確認が要因であ
察、特に変化なし。
る。
胃液採取した容器に内容物を記入する際、胃液と記入しなければならないところ喀痰と間違って 検査の準備がきちんと整っていなかった。
必要物品や容器の準備などは日勤帯で行う。
記入してしまった。胃液で抗酸菌検査の指示があったが、喀痰として検査されたため出来なかっ
た。
胃管カテーテルを挿入されていたが､不穏あり自己抜去する。
高齢（９５歳）､入院による環境の変化に伴った不穏が原因と思われる。
夜間、不穏、独語があったが胃管カテーテルやバルンを触ることはなかったので手袋などでの抑
制はせず様子をみていた。夕方、ナースコールがあり訪室したところ胃管カテーテルを抜いている
ところを発見した。
胃管カテーテル自己抜去。主治医に報告。翌朝再挿入。
・準夜帯で抑制解除（術後２日目）
夜勤帯での抑制の判断基準を考える
胃管から内服薬を注入後ドレーンをクランプしなかった
確認不足
一連の動作を再確認する
胃管チューブのテープが外れかけていたので貼りなおしたが、本人がトイレに行った時にぬけてし 固定テープが剥がれやすい。
固定テープの粘着等を考慮し検討。また医師と相談し、不必要なチューブは早く抜去するよう検討
まった。
する。
胃管チューブの自己抜去
見守り不足
家族の了解が得られればミトン使用。不可の場合、見守り
胃管の固定を１箇所にしていた.訪室時抜去されている所を発見。自己抜去の既往あり
観察不足
胃管の固定方法について医師と検討する
胃管より内服薬注入後にチューブ内を詰まらせた。
薬剤を注入する際、溶解量が不足した。注入後にすぐに水を流さなかった。溶けにくい薬剤という 注入する薬剤が多い時は、優先順位の高い方から分割していれる。分からない薬剤は必ず確認
ことの知識不足。
してから取り扱う。
胃管自己抜去 自分でちり紙をとり痰をとっていたため抑制していなかった。天井を指差しそっち 患者との距離が遠かった。（約１５ｍの距離感）
側に（近くに）いるか、両手抑制の早めの判断。
の部屋に行くとの言語があったため、遠くから見ていた。左手を頭の上に乗せたりしてした。まだ大
丈夫かと思いながら患者の側に行こうとした途中に胃管、酸素カニューレを外していて間に合わな
かった。その直後に医師２名訪室。
胃癌ＯＰ後の患者、リンデロン（０．５）４錠開始の指示が出る。当日深夜の看護師が薬の準備の 与薬準備の際看護師が十分確認していない。リンデロンに関する、知識不足。
内服薬の準備・与薬の際確認不足なので十分に確認する。深夜にて与薬する際、患者の側で薬
際、よく確認せず１錠準備し投与した。翌日も間違って１錠投与し、次の日の看護師が準備しようと
袋と照合確認する。
して、残薬があわないことに気がつき間違いが発覚した。
胃癌にて胃全摘術後、翌日６：００ＮＧチューブを自己抜去しているところを発見。
術後より、デパス内服、術前で眠前薬内服後、不穏状態であったり観察が必要であった。
抑制すると不穏状態が増強するため、精神的に安定していたため抑制することなく、様子をみてい
た。ＮＧチューブの重要性を考えれば抜去しない手段を考慮すべき。
胃癌患者で、家族より病名告知しないよう頼まれていた。看護師長が、胃癌の病名の書かれた退 家族から頼まれても退院証明書には、病名を記載しないわけにはいかない。事務職員は、患者の 病名を告知していない患者には、退院証明書の上の余白に家族に手渡しと主治医が記載するこ
院証明書を患者本人に渡さないようメモを貼っていたが、事務職員が気づかず、患者本人に手渡 状況が把握しづらいので、おこりやすい間違い。
とにし、事務職員に徹底した。
し、家族が気づいた。 ただし前後の状況からは、患者本人（82歳）は気づいていない様子とのこ
と。
胃癌術後患者、腸ロウより持続注入していた。内服を注入した際、チューブがつまり注入困難と
テオドールがチューブの閉塞を来たす知識がなかった。
PEG連絡会からのおしらせがあり、内容を再確認し共有する。
なった。内服にはテオドールがあり、チューブ内の閉塞が予測されていたが把握していなかった。
胃食道逆流疑いにて入院し、PHモニター検査中に、ガスモチンの注入は中止の指示が出ていた。 与薬の準備をする時に確認が十分できていなかった。医師の指示を受けた看護師も、中止のこと 薬の期間が決まっての中止の時は、そのことをきちんと薬札に明記しておく。勤務に入る時に指示
指示の確認は勤務に入るときにしていたが、薬の薬袋や内服の札には中止が明記していなかっ を明記していなかった。薬の効能についての知識が不足していた。
の確認を行うが、きちんとメモを行い、準備する時に確認をしていく。
たため、そのまま溶解して注入してしまった。自分のメモにも中止を記入していなかった。
胃食道造影の検査予約をする所、注腸検査と間違えた。検査当日に技師が依頼伝票（医師が記 医師記載の伝票内容を確認せず、伝票の色から判断した事と便検査が同時にあったため注腸と 検査伝票と予約伝票の照合。「薬剤使用検査の同意書患者控え」と予約票を放射線窓口に提出
載）と予約伝票（看護助手が記載）が違ったことから発覚。本人が前処置をやってきたため腸の検 思い込み予約票を発行した。注腸検査に使用する処方薬を看護師・アシスタントが発行していた。 していただき放射線科でもダブル確認をする。
査をやってほしいと希望したため、医師に確認後、検査実施した。２日後、胃食道造影を予約し
伝票は医師が作成するが、予約票はスタッフが転記している。
た。
胃切術後３日目、痴呆あり術後のせん妄を予測して 家族の協力を得ながら観察していた。術後２ 前回手術時のせん妄状態を考え、家族の協力に依存し、抑制帯の検討をしていなかった。
夜間はメガホン抑制し、１時間毎の観察。
日目より、違和感を訴え始めていた。○/22、3:15観察時、胃減圧ﾁｭｰﾌﾞの自己抜去状態を発見。
「全部出た、気持ち良かった」とﾆｺﾆｺして話される。排液量少なく、そのまま経過観察となる。
胃穿孔のためNG-T挿入中、家族がいたため抑制はせずにいた。急に手を伸ばし抜去した。医師 患者はNG-T挿入治療の理解は困難であり、家族に危険性を説明し抑制を早期に検討できなかっ 同意を得、抑制の基準に沿って行う。
の指示によりセデーションをし、NG-T再挿入した。
た。家族が3人いたため安心していた。
胃前庭部腫瘍を内視鏡下で摘出しているときに出血した。
この検査・処置における出血の確立は高いし避けられない。
摘出後の止血確認の徹底。
胃全摘10日目の患者で術後から硬膜外チューブを挿入され持続注入されていた。○月7日の夜に ・硬膜外チューブを挿入して10日間経っており、その間テープ固定の交換もなされず、患者の発汗 長期間チューブを挿入する場合はテープ固定の交換を行う。 また硬膜外チューブの使用は術後
は薬液はなくなっていたが患者の痛みの具合を見て必要時追加するとのことで注入ポンプはその や体動などによりテープがはがれやすい状況にあった。
の疼痛が激しい数日間として他の鎮痛処置を行い、長期間留置しない。
ままおいていた。本日18:15「チューブのところを見てほしい」とナースコールあり、訪室すると
チューブの挿入部をとめているテープ（カテリーパッド）がめくれあがりそれとともにチューブが抜け
ていた。すぐ主治医に報告出血等なく経過観察となった。（昼間湿布を貼る時には異常なかった）
胃全摘手術の際、鼻腔から胃チューブを挿入する際に、仮固定していたテープをそのまま鼻腔内 チューブ挿入時の異物確認が不十分だった。
確認の徹底を図る。
に押し込んでしまった。後日、胃管抜去時に患者の咳とともにテープが吐き出された。
胃全摘術後２日目。痴呆あり、不穏な動作なく、両手を軽く抑制していた。22:00頃、Spo2がモニ
左手の抑制が少しゆるめで、口元に届く範囲であった。
ICU入室後は状態不安定で、危険に対する認知傷害もみられるので、頻回の抑制と効果的な抑制
ターされてないことに気づき、訪室すると、反対向きに寝返りし、胃ｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞが抜去されているの
の検討。
を発見。医師に報告後、そのまま経過観察となる。

206

5001

5002
5003
5004
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5007
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5020
5021
5022

5023

5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033

具体的内容
背景・要因
改善策
胃腸吻合術後１日目で胃ﾁｭｰﾌﾞ挿入中。ﾁｭｰﾌﾞ挿入に伴う苦痛と嘔気あり、主治医に報告。「抜い 医師は指示出し時、何を抜去していいのか主語がない。又受け手の看護師も患者の苦痛のこと 口頭指示出しは何をどうするのかきちんと伝える。又、指示受け受け時、復唱して声出し確認をす
て良いよ」の指示を胃ｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞと思い込み（胃ﾁｭｰﾌﾞの苦痛が強かったのでつい勘違いしてし
が強く、復唱確認せず抜去してしまっている。
る。
まった）抜去した。１５分後、輸血ﾙｰﾄの確保の必要性があるのか注射箋を他の看護師と見ている
時、抜去は輸血ﾙｰﾄであることに気づいた。患者に謝罪・説明するが納得されず、主治医は手術
中にて他医師の説明にてようやく納得され、再挿入となる。
胃痛がありガスターの指示あり施行したが記録をしなかった。他業務を施行中、他看護師が指示 業務手順確認
注射施行後は速やかに記録する。施行後は受け持ち看護師に確認する。
を見て再度ガスターを施行してしまった。
胃痛を訴えられ医師指示表のブスコパン１Ａの指示を見間違い錠剤１錠を与薬してしまう
指示表の見間違い
指示表確認の際は過信せず数回チェックする
胃潰瘍で一時禁食だったため、ＩＶＨが挿入されている患者。軽度の理解力低下があった。手にＩＶ 患者の理解力低下があった。看護師は患者の皮膚の状態を十分に把握していなかった。看護師 患者にわかりやすい言葉でカテーテルのことを説明する。患者の皮膚の状態やＩＶＨの固定状態を
Ｈカテーテルを持っているのを看護師が発見した。腹部や下肢に乾燥による掻痒感があり、また、Ｉ は、ＩＶＨの固定状態を十分に観察していなかった。ＩＶＨの固定方法が甘かった。食事が始まり、栄 看護師は確認する。医師は不必要なカテーテルはすみやかに抜去する。
ＶＨカテーテル固定部のテープによる掻痒感があったため、固定部のテープをはがしたと患者が 養状態が改善している患者で、高カロリー輸液が投与されていないのにＩＶＨが挿入されていた。
言った。ＩＶＨカテーテルは途中でちぎれてはいない。固定の縫合糸は皮膚に残されていた。
胃潰瘍治療の為、潰瘍治療剤を投与開始した（ＰＰＩ＋アルサルミン） その中のアルサルミンは、 １、日常使用している薬剤であることから、イコール誰にでも使用できる安全な薬剤との認識が自 統べての副作用を把握するのは不可能であるが、透析患者や他の疾患を持つ患者等は、処方し
アルミニウム含有の為透析患者には禁忌となっているが、この事を知らず投与してしまった。 透 分の中にできあがってしまった ２、薬局・薬剤部でチェックや指摘があるだろうという他人任せの た時点でできるだけ薬剤部と相談してゆく
析室Ｎｓの指摘にて中止となった。主な副作用として記載されている便秘・口渇・悪心は認めず ま 安易な気持ちがあった
た短期投与であるため、アルミニウム蓄積による脳症・骨症は影響ないと考える
胃部不快感に対しガスターＤ１Ｔ１×（朝）７日分の処方あり。患者の自己管理下で内服してもらう 肝疾患のため倦怠感あり傾眠がちに過ごすことが多く、内服方法説明時、十分理解できなかっ
患者と話し合い、新処方については看護師管理とした。 内服薬の自己管理手順は現在検討中。
こととし、説明後薬袋を渡す。３日後、患者に「薬はなくなったが、胃の調子はよくなったので、追加 た。 処方が１７時過ぎになされており、当日は夕食後に１回、翌日より朝食後に１回内服と変則
はいらない。」と空の薬袋を示され、１日２回内服していたことに気付く。
になったため、患者が朝・夕内服するものと勘違いした。 看護師は内服後の空ヒートの確認をし
ているが、３日間誰も気付かなかった。 入院前より処方されている薬は自己管理していたため、
新処方の自己管理も可能と考えたが、看護師の判断ミスがあった。
胃薬と解熱鎮痛の薬が処方されて患者さんに間違って胃薬と抗生剤と説明して渡してしまった
薬の知識不足。思い込み。確認不足
薬はきちんと本で確認してから患者さんに渡す
胃瘻（バードガストロチューブ、ウィーザードタイプ）の本体にフィーディングチューブを接続する時 1、２ヶ月ほど前にも同様のことがあった。フィーディングチューブの差し込みが不十分だったり斜 再度注意喚起し、逆流防止弁プラグの凹部にフィーディングチューブのロッキングアダプターを合
に本体のマーカーと逆流防止弁プラグの凹部分がずれているのに気づいた。
めだったりするとロッキングアダプターが凹部にひっかかりてこの原理で逆流防止弁プラグが動い わせて確実に差し込むようにする。
てしまうことがあるということだったのでスタッフには注意を呼びかけていた。そのようなことが起
こったのかもしれない。
胃瘻からのエンシュアリキッドがこぼれていた。接続部分ははずれておらず、緩んでいた。
業務手順確認
注入操作の正確な取り扱い、注入後の観察を確実に行う。
胃瘻からの注入が終了したので、フィディングチューブを外そうとした時、印があってるのに外れ 逆流防止弁が少しずれていて、印の位置では接続が外れない位置関係になっていた。多少薄暗 おかしいと感じた時は、よく点検を行う。ていると分かり易い。今後逆流防止弁がずれていることも
ず、力任せに引っ張ったため、逆流防止弁もろとも抜けてしまった。小児外科医に連絡して再挿入 くてわかりにかった。おかしいと思いながら、引っ張った。
あると、予測して行動する。
して頂く。
胃瘻からの注入液の指示が２科（神経内科、消化器科）より出されていて、１科の医師に他科の指 情報の伝達確認
他科が関わった患者に対する指示は必ず主治医に報告し指示を受ける。口頭指示、確認指示が
示内容の変更が報告されていなかった。
必要時は必ず次の勤務者が確認を忘れないよう工夫する。
胃瘻から注入液が漏れ、寝衣の汚染があった
接続の確認不足
接続は確実に行い、もれない事を確認してから退室する
胃瘻チューブに接続チューブを漏れ防止のために接続したあったが、脇の下になっており、栄養 クレンメなどルート確認を怠った。脇の下になっており、圧迫によりクレンメが緩んだか。体動が激 イルリボトルを外した後、ルート確認を再度行う。接続チューブは、下着に中にしまっておく。
が多量に流出しているのを発見した。先端には蓋もなく、クレンメが完全に閉ってなかった。ＢＳ６７ しい。接続チューブが付いているが、腹部から、２０ｃｍ出ていて引っかけやすい。
ｍｇ／ｄｌのた主治医に連絡、半分量追加注入行う。
胃瘻チューブのふたが開いていて、シーツに白湯と見られる汚染があった。経管栄養物の汚染は 入浴前であり、寝衣を脱いだりと体交を行ったときに腹圧がかかり開いてしまったのではないかと 体交時等、チューブ類の確認をする。チューブの先がどうなっているか再度確認する。フィーディン
見られなかった。
考えられる。
グアダプターの交換を行う。
胃瘻チューブより内服薬を注入しようとした際、バルーンのチューブが抜けかかっており、固定液 胃瘻チューブがバルン固定式のものでり、固定液の不足により抜けかかっていたと思われる。定 定期的な固定液の確認（週１回）。食事注入時の挿入部の確認。
を確認して再固定し、医師に報告、診察後、昼食注入する。その後、バイタル、腹部症状変化な 期的な固定液の確認、注入と食事注入時の挿入部の確認の不足。
し。
胃瘻チューブを自己抜去して嘔吐しているところを発見した。
患者はなぜ抜いてしまったのかわからないと話される。
胃瘻チューブの必要性を説明する。 不快時にはナースコールを押すように促す。 必要時には
抑制用ミトンなどを使用してみる。
胃瘻より１６：３０過ぎ経管栄養開始した。１７時オムツ交換にいくと、注入が漏れているのを発見。 胃瘻チューブに接続するプラスチック部位がチューブから外れていた。患者の右手のところに
誤って手で引っかけるようなことがないよう、チューブを離して置く。
衣服はデパゲンの赤色で汚染されていた。注入も始まって間もないことも考えて、殆どもれたとも チューブがあり、緊張で引っかけたとも考えられる。観察不足。
考えられる。医師に報告し内服薬を再注入した。
胃瘻より注入食を実施している患者。朝、夕の注入食の中に塩化ナトリウムを1Aずつ投薬指示が 確認不足であった。
指示の再確認。
あったが、夜勤で朝の注入に投薬を忘れた。 翌日、準夜にて無投薬であったことに気がついた。
胃瘻をしている患者には血糖チェックをしてから実行している。今回、血糖チェックをせずに実行し
てしまい、約50ml実行した後に、測定した。
胃瘻造設セットの中の物品を補充した。その後、使用しようとした看護師が、バルン固定用の蒸留
水がソルトニンと間違えて入れられているのに気づいた。ラベルの色の違いで気づいたが、大きさ
やかたちがおなじなので、あぶなかった。
胃瘻造設のため、「バイアスピリン」と「パキシル」中止の指示が出たが、つぶしてあるため抜くこと
ができず、外来で再処方をしてもらうことになった。
胃瘻造設をした寝たきりの患者の体位変換後、病衣のしわを伸ばそうとして衣服をひっぱた所、胃
瘻チューブを誤って抜いてしまった。
胃瘻造設予定の患者。前回入院時も経管栄養を行っており、退院間際は抑制をしなくても抜去す
る事もなかったので、抑制のプランは立てていなかった。前日まで、問題がなかったが,本日,昼の
栄養注入中、もう少しのところで、自己抜去されていた。残量は僅かで、シーツに液が付着してい
た。ＶＳ異常なし。肺音もＯＫ。
胃瘻注入部の接続部がはずれ、注入物がもれた。健側でペグをつかみ自己抜去された。
衣類の入った袋をカウンターに置こうとして足が滑りお尻から転倒
衣類を半分脱ぎながら歩行していてガラスのドアにぶつかり転倒寸前状態。
違う患者でラベルを発行し採血した
違う患者のＩＤ番号を入力したため画像が違う患者に入ってしまった
違う患者のラベルを発行し､検体に貼付して血液型検査に提出。 ラベルに貼付した患者は前日
に検査していたため検査科から問い合わせがあり間違いが発見できた
違う患者の薬を投薬した
違う患者名で画像転送
違う用件で訪室 転倒し同室者から車イスをおこしてもらい本人はベッドへ戻ろうとするところで
あった。
医師（研修医）は検査室で覚醒してしまった幼児に対し、検査が困難と判断し、自己判断で弱ペチ
ロルファンを持ってきてもらうよう病棟看護師に依頼した。医師（研修医）は渡されたシリンジを希
釈液と思い込み原液のまま過剰投与してしまった。

その日すべき内容を書いた処置表でのチェックの仕方に不備があったようだ。

チェック項目を追加。

内視鏡室で使用している薬は、限られているが再度確認してセットしないときずかずそのまま使用 薬品名を確認してからセットする。
される可能性もあるため気をつける。
外来は、再診依頼票を確認しなかった。病棟に問い合わせもしないまま、今までと同じ処方をし
た。
胃瘻チューブの位置の確認不足。 胃瘻チューブの固定の確認不足。

担当パートの職員に注意喚起

患者の精神状態の把握が不十分。 患者観察が不十分

注入中の抜去は危険を伴うので、抑制を検討することを指導。

胃瘻の接続チューブの方向。健側の手がペグに触れないように配慮が必要、見守り。
スリッパが滑りやすかった
患者に危険であることを説明するのが不十分でした。
確認不足
確認不足
名前の確認不足

接続チュ―ブは左側下方向からセットし、健側の手がペグに触れないように布団の上に置く。更衣
時は1人が確実に右手を持っておく。
バレーシューズを履いて貰うようにした
しっかり制止して説明する。
同姓同名患者がいることを認識する
確認する
ラベルの発行の時､検体に貼付する時､提出する時と確認する

確認不足
確認不足
普段から安静度が守れていない患者さま。注意は頻繁に行なっていた。理解力がやや低い。

薬は配薬前、配薬時、配薬後3回確認する。 常勤看護師が、責任を持つ
転送する前に名前を確認する
理解力がやや低く、家族へも協力、Ｉ．Ｃが必要。

原液と希釈液の区別がつきにくかった。薬液を渡すときに、医師と看護師で薬の確認を行わな
かった。（口頭指示の手順が守られていない）

原液は2.5ｍｌのシリンジに入れて、わかりやすく表示する。口頭指示の手順を再確認する。
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再診患者の場合、処方だけでも確認することを原則とする。

5034

5035

5036

5037

5038

5039

5040

5041

5042

5043
5044
5045
5046

5047

5048

5049
5050
5051

5052

5053
5054

具体的内容
背景・要因
改善策
医師２号用紙に記入された「プレドニン３錠、本日夕のみ」をカーデックスのメモ欄に、日勤看護師 ・指示された薬品名（プレドニン）を正確に読みとらず思い込んで施行している。 ・情報収集時、何 情報収集時には薬品名を正確に読みとるように注意深くする。
が記入した。准夜勤の看護師は、情報収集時プレドニンをプルセニドと読み間違え、患者にプルセ 故、という気持ちで読みとっていない。
ニドを服用させてしまう。
医師２名と看護師２名で患者の点滴ルートを取っていた。途中、救急車が来た為、看護師Ａが残 思い込み。確認漏れ。忙しかったこと。作業が中断したこと。看護師が夜勤明けであったこと。医 確認方法の徹底を再指導した。
り、看護師Ｂは救急車の対応をした。救急車の対応に約１０分ほどかかり、レントゲンの電話をか 師・看護師共に患者氏名の確認の徹底を怠ったこと。
けようと救急外来詰所に戻った時、医師に「あの子の浣腸２０ｍｌして。」と看護師Ｂが言われ、施行
した。排便後、医師に「違う子の浣腸をしたな。奥（診察室）の子であったのに。」と言われ、間違い
に気付く。この間、看護師Ｂは、「外来患者は大人２名、子供１名」と思っていたが、子供がもう一
人いて、診察されていた。
医師３名、看護師１名で確認し穿刺後医師がＡーＶラインを接続した。接続直後に患者が刺入部 テープ固定時に正しくＡーＶラインが接続されているかの確認を怠った。 ４名で確認したが、思い マニュアル通りの操作を徹底して行う。 指導医は最期まで見守る。
の痛みを訴えＡーＶラインを逆に接続していたことに他の看護師が気付く。医師に連絡し、患者に 込みがありカルテの図での確認をしなかった。
針を動かさずにチューブを入れ換えを行うことを説明し回路の入れ換えを行う。
医師Ａより、痰培養の検査を依頼され、検体を採取した。ダブルチェックはするのを忘れた。患者 1つのテーブルで2人の患者の指示を書いており、間違える可能性があると思われていた。検体を 検体採取前にスピッツ及び容器と伝票は必ずダブルチェックをする
のテーブルに置いてある伝票を検査項目のみ確認し名前は確認しなかった。その後検査に提出し 用意する時にダブルチェックをしなかった。
たところ、名前と検体の違いの問い合わせの電話にて間違いにきづく。伝票を正しいものになお
し、提出した.
医師Ａより痰培養検査の依頼をされ、内容の確認はしたが検体の容器と伝票のダブルチェックを 伝票記入時、2人の患者の指示を同じ場所で書いていた。ダブルチェックをしなかった。
検体採取の前に伝票の名前も確認.他のスタッフとダブルチェックをする。
せずに、提出した。伝票の名前の確認はしなかった。提出後検査より確認の電話があり伝票の間
違いに気付く。正しい伝票を提出した。明日の指示の伝票も間違えてプリンターされており、医師
に報告書き直してもらった。
医師Ｂが、処方箋を持参薬剤師Bに調剤を依頼した。処方箋には、オキシコンチン（10） 2Tと記載 休日の業務で、なれていなかった。オキシコンチン10ｍｇは、採用中止となっていた。5ｍｇは採用 麻薬の入っている金庫が暗いので明るくする。名称が似ているので、採用の際考慮する。
されており、薬剤師Ａは、MSコンチンと勘違いし、調剤し払い出した。
されている。MSコンチンの10ｍｇは採用されている。医師とダブルチェックを行ったが、確認が、不
十分であった添付文書の検索の依頼も同時にうけ、注意が散漫になっていた。
医師が、看護師にｱﾙﾌﾞﾐﾝ製剤を実施するので「家族が来られたら連絡するように」と伝え、同製剤 休日体制の中で、重症者が数名あり看護師は慌てていた 日頃からのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足があった 必要事項は診療録に記載してもらう 連絡程度の内容は、分かりやすく明示してもらう 各種文書
のオーダーを行った 夕方近くに、ｱﾙﾌﾞﾐﾝが届いているのに実施していないことに気づいた看護 実施前の確認が不十分であった
が必要な薬剤等を使用する時は、医師・看護師の双方で確認する
師が慌てて実施した（同意書の確認をしなかった） 看護師には医師の連絡して欲しいという内容
は伝わっていなかった 医師が病棟に来て確認すると既にｱﾙﾌﾞﾐﾝを行った後だった 診療録に指
示の記載はなかった 患者家族には事後に同意を得た
医師が、創部の包帯交換をするために、脳槽ドレーンと脳室ドレーンのクランプ（各４箇所ずつ）を ・脳室、脳槽ドレーンについての知識が不足していた。 ・クレンメ４箇所の確認をしていなかった。 ・クレンメの操作順に番号をつける。 ・必ず、４箇所のクレンメを指差し呼称して確認する。 ・脳
すべて閉じた。脳室ドレーンは抜去され、脳槽ドレーンのみ引き続き開放、管理していくこととなっ ・通常ケアをする際は、エア抜き用のクレンメは開放したままにしていたため、４箇所閉じていると 室、脳槽ドレーンの仕組みについて学習する。
た。指示のたかさに設定し、クランプを開放した。開放と同時に多くの排液が見られ、その後も流 は思わなかった。（医師がクレンメを閉じた） ・チャンバー上のクレンメには注意書きもされている
出が止まらず、血圧の上昇が見られた。少し経過をみるが血圧の下降はみられず、頓用指示で薬 が、小さく、開放しているか、閉鎖しているか、一見しただけではわかりにくい。
剤を投与するが効果が見られなかった。意識レベル、神経学的所見に大きな変化は見られなかっ
たが、不整脈がではじめたため医師の診察を依頼した。そのとき、他の看護師がチャンバーの上
にあるエア抜きクレンメと排液バックにあるエア抜きクレンメが開放されていないことに気がつい
た。すぐに開放すると、排液は少なくなった。状況を再度医師に報告し、頭部ＣＴを撮影したが、新
しい出血は見られなかった。その後血圧は安定し、状態の大きな変化は見られなかった。
医師が１０時４６分来院の患者様の採血が検査室のコンピューターに取り込まれていないことに気 検体ボックスが受付に３ヶあり。送るはずの検体ボックスを検査室から帰ってきたボックスと勘違 検体ボックスを送る時と帰ってきたと判断した時は中を確認して移動させるように、クラークに指導
付く。検査室に問い合わせると検体が届いていない事がわかる。受付の検体ボックス置き場に他 いし、中を確認しないまま予備のボックス置き場に移動させた。
した。 クラークの検査へ搬送する手順を確認した。
に５～６人分の採血後の検体が入ったままのボックスが置かれていた。患者様に手違いを謝罪し
待ち時間が更に４０分かかることを説明した。
医師がＣＴ撮影しようとしたが動作がおかしく、放射線技師が確認するも原因不明で、メーカーに 高圧系回路の故障。
メンテナンスの強化。
修理依頼した。
医師がｲﾉﾊﾞﾝを１０ｍｌに変更。カルテに指示棒もなく誰にも伝達していなかった。看護師が確認せ 指示の伝達不足 看護師の指示の確認不足
医師の指示の出し方の統一 看護師の指示の確認強化
ず、もとの８ｍｌに変更し直した。
医師がタガメット21Ｔ 1×朝食後7日分と誤記入し、薬剤部で投与量が不適当であることに気付か ・システムが11月から変更され、職員全体が新システムに不慣れであった。 ・他処方の薬剤が不 システム変更後2ヶ月以上経過し、医師・薬剤師とも、新システムに慣れてきたこと。トラブルに対
ず調剤。患者からの電話で誤りが発見された。
足し、発注したり、システム変更後のトラブルなど他のことに気を取られ、処方を良く見ていなかっ しても改善策が取られたことなど過誤を起こしやすい環境が改善された。
た。
医師がビオフェルミンを処方したが、事務職員が入力ミスをしてボルタレンが処方された。
処方内容を事務職員がコンピューター入力しているが、その際に生じた転記ミス。
入力する事務職員が基本的な確認作業をしっかりと行うように注意した。 今後、転記ミスをなくす
ために、外来の電子カルテ化が必要と思われた。
医師から「今つないでいる生食が終ったらかん流を止める。もし、たくさんあるなら今、止めてもよ 思い込みと確認不足。
口頭指示のまま確認行為を怠り、行動してしまった。知識不足もある。指示受けの方法、伝達方
い。」という指示が出た。入浴介助が終えて、約１５分後に患者のところへ行った。かん流を止めて
法、指示確認の方法等を再確認する必要がある。本人に病棟で再確認させた。
よいという医師の指示が出ていたので、患者に「フォーレを抜きます。」と説明し、抜去した。リー
ダー看護師に「フォーレを抜いたのか。」と言われ、医師の指示が「かん流を止めること」だけを指
示されたことに気付いた。
医師から２名の患者に対して、日内変動をするよう指示箋を通じて指示が看護師に出た。遅出看 早出看護師Ｃは、朝食後２時間値測定時間に合わせてタイマーをかけることをしなかった。時間処 朝食後２時間は通常１０時前後となるため、その頃に合わせてタイマーをかける。これは早出看護
護師Ａと当直看護師Ｂはその指示を確認し検査用紙を準備した。検査当日、朝食前の採血は早 置が多く、失念した。日勤看護師Ｄは、当直者から患者が日内変動を施行していることを申し送ら 師が行うよう徹底する。看護師は申し送りで検査予定を確実に申し送る。看護師は、患者の検査
出看護師Ｃが行い、そのときに患者には朝食摂取の開始時間をナースコールで教えるよう依頼し れていながら、タイマーがかかっているか、検査が確実に施行されたかの確認をしなかった。看護 や時間処置が確実に行われているかを確認する。または、依頼者を指名して確実に行うようにす
てあったが、食事開始時のナースコールはなかった。その後、当直帯から日勤帯に申し送りがさ 師Ｄは、指示箋の確認や{巡視前の患者の状態確認に気をとられていた。
る。
れ、担当看護師Ｄには、患者が日内変動中であることが申し送られた。昼食前採血時に、朝食後2
時間採血がされていないことがわかった。
医師からＭＡＰ２Ｅをオーダーしたので伝票を下ろすようにと電話で指示が出された。クロス５ｃｃと チャートの入院時血液データを見たが血液の記載がなく、前回の輸血伝票を見てＢ型（＋）と確認 伝票を記入してから他者とダブルチェックをし、検査室に下ろすようにする。
一緒に伝票を検査室へ下ろしたが、Ｂ型（＋）と記入するところをＯ型（＋）と間違って記入している したにもかかわらず、実際にはＯ型（＋）と記入していた。無意識に書き間違っていた。
ことが発見された。
医師からドルミカム１Ａ＋Ｎｓ１００ｍｌとの口頭指示を受け、口頭でくり返し言いながら準備していた 多忙の中での口頭指示であった。
緊急時の口頭指示の確認は、再度大きな声で言ってもらう。
が、おかしいと思い再度確認したところ、ドルミカム１Ａ＋Ｎｓ１０ｍｌと言われ、作り直した。
医師からの血液検査の指示とは違う伝票を出したため、再検査となった。患者に２度採血をし、負 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 チェック方法検討、連携不足
担をかけた。
医師からの検査指示が出た際、翌日の採血オーダーラベルで用意するところ前日（指示受け日） 検査オーダーを行う際、日付変更は意識的に最初に行っているのであるが、その日は新しい体験 検査オーダーは、受けた人・遅出の人・採血実施者の３回のかかわりがあるので、確認の際の更
の日付でオーダーしてしまった。検査指示日に採血はされ、検査室では日付の変更をしてくれて （Ｂチームの受持ち）の中で、不慣れと緊張があり注意力が低下していたと思う。
なる日付チェックを意識していけるように申し送りノートに記載していきたい。
検査結果も上がり、トラブルは起きていなかったが、医事課スタッフより未実施のままの検査オー
ダーがあることで、発覚した。
医師からの口頭指示受けミス。 口頭でパンスポリン200ml内服の指示を受けたが、パンスポリン 口頭による指示の問題 指示に対するチェックの問題
口頭指示に対するチェックの方法の検討
バックの点滴の指示と間違え、パンスポリンの皮内テストをした。
医師から口頭で麻薬の追加を出したと言われた。カルテをみると明後日からであった。翌日他の どこに指示を出したかが明確でない。現状ではカルテに１ページに数カ所に指示が記載できるた 指示棒の徹底 夜間看護士二人の時の指示の出し方、情報伝達。忙しくてもカルテで指示する
看護師から追加の麻薬が与薬されていないことを知らされた。当日から追加の指示が出ていた
め確認が漏れる。思い込み。口頭指示で追加指示を出したことだけが伝えられたため情報伝達が
が、カルテのページが明後日のページが開かれていたために気が付かなかった
悪い
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具体的内容
医師から指示を入力したからと言われ注射指示シートを再出力した。その時日にち指定を間違え
て前日の日付のものを出力してしまった。その事に気付かず前日の注射指示を実施してしまっ
た。本来はＫＮ３Ｂ２００ｍｌ＋カイトリル１ＡであったがＫＮ３Ｂ５００ｍｌ＋プリンペラン１Ａを施行し
た。
医師から内服薬投与の指示が出されていたが、担当NSが申送り時に伝えなかったため投薬され
なかった。翌日薬剤準備の時に気がつき医師等に確認し、投薬を実施した。
医師から返ってきた糸は全て受け取ったが、針を下ろそうとしたとき、5-0プローリンが一本不足し
ていることに気づいた。医師に報告し、約10分ほど探したところ針マットの奥に刺さっているのを発
見した。
医師から返ってきた持針器に針がついているか確認をせず、次の糸を渡した。その為、閉創時に
針が１本ないことに気がついて探した結果、器械の中から発見された。
医師が回収時にＡーＶラインを間違えてＶ側を抜去した。すぐに、看護師が気付き医師に報告し
た。別の医師が駆けつけ、Ａ側からの返血を指示し、その医師と共に行った。

確認不足

背景・要因

改善策
日付までしっかり確認して実施する。 Ｗチェック者にも日付を確認してもらう。

申送りの不備

患者管理の徹底、申送り時の適切な処理、複数確認の励行

医師から針を受け取り、針をマットに刺すことは確実に行った。しかし、プローリン用の針マットを 確実に針があることがわかるプローリン用の針マットを使用する。
使用していなかったため、針がマットの奥に入り込んでしまい、発見するまで約10分オペを中断す
ることとなった。
初めての直接介助であり不安、緊張していた。
今回の手術の直接介助方法を師長と共に見直しした。

回収の手順においてマニュアル通りに準備回収モードにしていなかったためにアラームが鳴り、そ 不慣れな医師に先輩医師が指導する。 手順通りに実施する。 コンソールについての再学習す
ちらに気をとられ医師が抜針する大事な時期に目を離した。 ＥＣＵＭモードとなっていたので準備 る。
回収モードを押さなくてもいいと判断を誤った。 医師が不慣れであった。
医師が回診時「最近血糖はどうかね？」と病室で聞かれ、昼食前の血糖測定をしていないことに 業務に追われ、優先順位を考えた計画的な実施ができていない。
受け持ち看護師として始業３原則終業２原則の徹底（指差し呼称による患者参加の確認、治療や
気づいた。
看護のｽｹｼﾞｭｰﾙを伝える） 患者さんにも毎食前に血糖測定があることを説明し、少しづつ意識づ
けていく。
医師が外来診察中、パソコン画面に対象患者とは違う患者の資料がスキャンされていることに気 ・スキャン時の確認不足
・直後の実施した対応としては、間違ってスキャンした画像は消去する手続きに時間が掛かるた
付く。そして対象患者の必要資料は取り込まれていなかった。患者への影響は無かった。
め、間違った画像が見れないように黒く塗り潰す方法にした。 ・スキャン時の患者名や日付など
の確認項目の徹底。
医師が記入する処方箋も分かりにくく、アトラント軟膏の処方をアンテベート軟膏を出してしまい病 業務手順確認
医師は分かりやすい字で記入する。薬剤部では二人の職員が確認する。患者に渡す前、看護師
棟で気がついた。
は処方箋と薬剤を確認する。
医師が胸腔ドレーンを挿入.排液が無いためＸーＰ施行帰室時に確認するとドレーンが脱出してい 固定が不完全
処置をおこなう際は看護師が介助し固定まで確認する 看護師間の引継ぎを確実に行う
た
医師が血液検査の一部チェック漏れで採血ができなかった。
業務手順の確認
項目を思い込みで作成しない。
医師が抗癌剤のパラプラチン500mgの溶解液は生理食塩液量250mlと 記載するところを、100ml １．医師が患者に投与する直前に手書きで注射箋に記載する。 ２．看護師がカルテから転記す １．受診窓口で看護師の患者受付業務のリスクを少なくするために、 以下の時間制をとり、患者
と誤記。薬剤師は癌化学療法のレジメンの 登録制が未実施で溶解液量についての確認が漏
ることもある。 ３．薬剤師が薬歴を十分に監査していない。 ４．患者へ投与する直前になって、 は?又は?を選択できる予約制とした。 ＡＭ８：３０ 受診受付 ＡＭ９：００ 受診受付 ２．医師は患
れ、看護師が混合する際、いつもの溶解液量が少ないことに気付き発見。
医師が処方を記載し、看護師が薬剤部に抗癌剤を受け取りに来、薬剤師は十分監査する余裕が 者に注射薬投与する前日に注射箋を薬剤部に提出する。患者へ注射薬を投与する当日に再度、
なく医薬品が渡された。
医師が薬剤師に前日提出した処方内容を確認する。 ３．医師は、薬剤部に事前にレジメンを登
録し、注射箋は登録したレジメンのみを打ち出すこととし、医師が患者へ注射薬を投与する直前に
処方箋を記載することや看護師が処方を転記することを廃止した。 ４．患者に注射が施行される
まで、医師・看護師・薬剤師が充分監査できる時間が取れる体制にした。 ５．外来癌化学療法の
体制を整備し、薬剤部は薬剤師の抗癌剤のミキシングを開始し、早朝・早出の勤務体制をとった。
医師が抗生剤の指示を出したが、入院注射施行簿がすでに貼布されいたため、指示が遂行され
なかった。
医師が指示箋に血糖日内変動の指示を出したが、指示箋を確認した遅出看護師Ａ、当直看護師
Ｂもその指示に気づかず、朝食前の採血を行わなかった。日勤者が指示箋を確認していてサイン
がないことに気付き、当直者に確認して指示確認ミスがわかった。

既に貼布されていたため、指示が中止になったと思い込み確認しなかった。

看護師Ｂは、指示確認時指示箋の同じ場所に書いてあった蓄尿の指示や血圧測定の指示に気を
取られて、日内変動の指示を見落とした。看護師Ｂが指示を確認する時、ナースコールで頻回に
中断した。夜勤者のほかはスタッフがいない状態のためである。日内変動は伝票なしで行われて
いる現状。
医師が施行した点滴にネームシールが貼られておらず、次の勤務帯の看護師が流量チェックをし 確認不足
ている際に発見した。
医師が時間外に注射薬をオーダーした。しかし処方箋、注射ラベルを放置し、指示をＮｓに告げる 時間外注射オーダーのルール違反。
こともしなかった。注射が施行されなかった。
医師が自分のＩＤ番号ではなく、特権番号でオーダーした。
オーダー発行する医師の意識の問題
医師が実際行う小児麻疹の予防接種を、看護師が実施
医師が、小児の母親に注射をしましょうと説明後、診察場所を離れた為、自分が注射を行うものと
思い違い注射を実施したもの。（近くに確認できる看護師がいなかった。）
医師が処方入力せず。薬が切れることに気がつかず翌日の内服薬の時間を遅らせて与薬
医師が処方入力をしなかった
医師が処方箋に日付を間違って記入していたが、書き直してもらわずに、日付を直して薬局に提 慣れにより基本の再確認をしなかった。
出し薬剤をもらい投与した。
医師が書いた輸血製剤請求申し込み用紙を受け持ち看護師から受け取り検査科に提出する。検 申し込みする前に再度確認しなかった。
査科から患者はO型なのにA型になっていると指摘された。
医師が定期薬の処方箋の内容をムコダインのところ、ムコソルバンと書いてしまった。しかも、看護 定期薬の場合は、変更がある場合は医師が処方箋に変更のはんこを押すことになっており、又、
師によるチェックも機能せず、薬剤科にまわしてしまった。薬剤師が定期薬が変わっていることに 処方箋を受け取った看護者が前処方と照会することになっていたが、看護者がそれを怠って薬剤
気付き、主治医に確認し、ミスが発覚する。調剤前に分かったため、患者への実害なし。
科に処方箋をまわしてしまった。
医師が電子カルテでタキソールを処方しようとして、タキソテールを処方していた。投与量が常用 ・電子カルテが導入されて半月経過したところであり、操作に不慣れだった。 ・電子カルテ上薬品
量の２倍以上になるため、薬剤師が不審に思い疑義照会すると、「適応外なのでそれでよい」との 名検索は３文字を入力すると候補一覧が出るようになっているが、タキソールとタキソテールのよ
返答だった。しかし同時に処方された薬剤等から考えて、タキソールとの間違いと思われたため再 うに類似名の薬品に対して、画面上の警告や投与量上限設定などのエラー防止対策がとられて
度医師に確認。医師が処方を間違えていたことに気付き、処方し直した。患者に投与された場合、 いなかった。
重篤な状態に陥る危険性があった。
医師が電子カルテで注射指示を出す際、プロスタンディンのつもりでプロスタルモンを選んで、気 ・電子カルテ上薬剤の検索は３文字入力となっているが、類似名薬品に対する警告がなかった。
付かずに指示を出してしまった。翌日の実施にあたった看護師が指示内容に疑問を持ち、医師に ・当院では「プロスタンディン」でなく「アピスタンディン」が採用されているが、指示を出した医師が
確認したところ、指示の出し間違いであることが判明した。指示を出された日は間違った指示通り 忘れていた。
実施されていたが、患者の状態に異常はなかった。
医師が電話で「ＫＣＬ２Ａメインに点注」の指示。「ＫＣＬ２Ａ点注でよろしいですね」と確認。しかし， 医師の知識の誤りが原因。しかし看護師もカリウム製剤が２種類あることを知らなかった。また，
実際は２０メックであった。医師がＫＣＬの用量を分かっていなかったための間違いであった。申し 確認の際，確認の仕方が間違っていた。
送り時に看護師が量の多さを指摘し発覚した。患者は影響はでなかった。
医師が腹腔へ注入する抗ガン剤をオーダーする際に、他の薬剤と共に「点滴・注射、カルテ参照」 ・オーダー入力画面に「腹腔内へ注入」の項目がなかった。 ・不十分なカルテ記載であった。 ・
と入力していたが、カルテには「腹腔へ」の記載がなかった。看護師には口頭で腹腔投与を指示し 抗ガン剤などの使用予定を薬局で把握せず、オーダー画面で処理する仕組みになっていた。 ・
ていたので事故には至らなかった。
医師の診療業務が多忙である。
医師が面談しているとき内服薬用量が違っているこちに気がつく。
業務手順確認
医師にケタラール６ｃｃと口頭オーダーを受け、静注用でなく筋注用を６ｃｃ用意し医師に渡し５倍量 急いでいたため２、３m離れた医師にバイアルを見せ、薬剤を注入してしまった。バイアルの筋注
のケタラールが投与されてしまった
用の文字を見落とした。
医師のカルテ指示は、バンコマイシンを「高齢者の為半量」とした。バンコマイシンは通常成人で２ ・医師の指示の表現 ・看護師は指示内容の確認の仕方 ・看護師間の伝達の方法
ｇ／日なので１ｇ／日を指示したつもりが、当看護師はどの半量か判らず、指示医に確認し、その
返事を他の看護師が口頭で受けて伝達され、０．５ｇ／１ｖの半量をＤＩＶしてしまった。
医師の指示が９０度までという内容を、９０度までしか動かないと判断を誤り、１２０度まで疼痛範 医師の指示を誤って判断をしてしまった
囲内で上肢を動かしてしまった
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思い込みをせず、疑問に思ったら、必ず確認する。
看護師は指示箋確認時に、指示の一つ一つを確実にチェックする。夜勤者が指示箋を確認する１
７時から１７時３０分に、スタッフがいないシステムを変える必要がある。日内変動時にも、伝票を
医師が起こすシステムに変える。
医師が直接施行する時には注射ラベルを医師に貼ってもらうようにする。
医師にマニュアルの遵守を依頼。
必ず自分のＩＤ番号でオーダーするように意識させる。
院内の看護師等に確認する。
医師は薬切れを把握し処方入力する 翌日からの薬がなくなる場合には､早めに対応する
基本を再確認し、注射伝票の扱いを確実にしていく。
必ず請求用紙提出時再度確認する。
医師は処方箋記入後、再度確認してからまわすこととし、看護者はマニュアルどおりにチェックを
する。又、看護者のチェックは一人当日の専任を決めてチェックすることとする。
・処方時の入力間違いが発生していることを医師、看護師に伝えて注意を呼びかけた。 ・電子カ
ルテシステムで類似名薬品については、画面に警告を出すようにしてもらった。 ・投与量の上限
設定等や、化学療法のプロトコール作成については今後検討を続けていく。
・薬剤検索時に類似名薬品がある時は警告が画面上に出るようにした。

カリウム製剤を１種類にした。確認の際，カリウムを何メック必要なのかと，メック量で確認する。一
般病棟からのカリウム製剤を引き上げる。
・オーダー入力画面に「腹腔内へ注入」の項目を追加した。 ・医師に適切なカルテ記載を注意し
た。 ・薬局で抗ガン剤・化学療法の患者個別のスケジュール表を作成し、各部署での利用を検討
している。 ・医師、看護師、薬剤師間の指示のチェックを行う。
複数で確認する。日勤では常備薬を使用しない。
Wチェックの徹底。使いなれない薬剤こそ、バイアルの文字も確実に見る。
・医師の指示は相手が間違えない表現内容ですること。 ・看護師は指示内容が判らない場合
は、自分が間違えないように具体的に表現して確認すること。 ・看護師間の伝達内容で不明な場
合は元の発信者に確認すること。
指示については自己判断ではなく、必ず医師に患者の状況について確認をすること。
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具体的内容
背景・要因
改善策
医師の指示が９時間で滴下するようになっている高カロリー輸液８００ｍｌが、４時間で終了してい 担当看護師Ｃは、他院で経験が6年あるが、当院には入職したばかりで、リーダー業務に慣れて 看護師は、患者に対して必要なことは確実に行うこと。滴下の調節は、担当看護師の責任である
るのを看護師Ｂが発見した。点滴は、朝看護師Ａが１０時から１２時に滴下する脂肪製剤を患者に いなかった。担当看護師Ｃは、患者が「すぐに怒る患者」であると思っており、観察しなければなら ことを自覚し、滴下の調節を各勤務帯で最低３回は行う。（点滴交換時以外）滴下の調節は、機械
投与し、速度調節をした。担当看護師Ｃが巡視時に滴下を調節した。１２時ころ看護師Ｄが点滴を ないことを確実に行うことをしなかった。滴下の調節は訪室した看護師が入れ替わり立ち代わり （残量と時間を計算して滴下速度を音で知らせるもの）を用いて確実に行う。
高カロリー輸液に交換し、速度調節を行った。午後２時半ごろ看護師Ｃは巡視に行き速度調節を 行っている。看護師が滴下の調節をする際、残量と時間を計算したり、時計を見ながら調節するた
行った。１６時頃排尿介助に行った看護師Ｂが点滴が終了しているのを発見した。
め、時間が係ることが多い。そのため、慣れた看護師ほど経験値で調節をしている。
医師の指示で点滴が開始になり、確認後開始、その後勤務を終了した。 帰る途中、点滴の開始 開始時点滴の始まり部分の目盛りにラインを入れ忘れると、点滴量のチェックと確認が出来なくな 確認項目を、全て確実に忘れずに行う。
部の目盛りにラインを引き忘れた事に気づいた。
リ、水分出納のバランス計算が不正確になる。
医師の指示なしで尿道カテーテルを抜去。医師の指示に記載がなかった
知識不足。 いままで経験したことのない手術だった
経験したことのない場合には看護基準を読む
医師の指示にて２１時にカイトリル０．７ｍｌ側注するところを、リーダー、スタッフ共に指示受けを忘 リーダー、スタッフ共に注射カレンダーが複数枚あることに気付かず、確認不足であった。
注射カレンダーのＮＯ（ナンバー）まで声だし確認するよう指示した。
れ、点滴確認の申し送り時に気付かなかった。２３時、患者の他の点滴作成時に忘れていたこと
に気付き、側注した。医師に報告、患者に異常はなかった。
医師の指示の止血のラベルを生化学のスピッツに貼ったため、深夜の看護師がそれを確認せず、 検体一本一本を確認しながら作成しなければならなかった。
検体ラベル貼用時は、氏名、採取物、内容を充分確認するよう指導した。
採血をしてしまった。結果が戻ってくる時に結果がないことで発見され、再度採血した。
医師の指示は「ホスミシン１ｇ」であったが、いつもは「ホスミシン２ｇ」であるため、いつもどおり２ｇ 日常の思い込みが原因。薬品名が合っていたために、ｇ数まできちんと確認しなかった。
Ｗチェックの意味がなく施行された。なんのためにＷチェックを行なうのかその意味を考えて欲し
であると思い込んでいた。Ｗチェックを行なったが、チェックしたスタッフもいつもどおりと思い込
い。
み、ＯＫを出したため、間違ったまま点滴を行なってしまった。１５：３０に同じ薬を用意し、他のス
タッフとＷチェックを行なったときに、指示が２ｇではなく１ｇであることに気付き、間違いに気付く。
すぐに主治医に報告。患者の様子観察を行い、薬疹等の有無を確認。医師により２ｇから１ｇへの
変更をおこなった。
医師の指示はカタボン時間４ミリリットルであった。輸液ポンプを使用し設定どおりにセットし開始し 輸液ポンプのルートに応じた機器設定不備（教育上の問題点）
楡液ポンプ（機器）の操作研修の開催
たが、２時間後別の看護師が減りが早いことを不審に思い確認したところ、本来微量ルートを使用
しなければならない所を、通常のルートを使用していたため急速過剰に点滴してしまった
医師の指示はニトロダーム35枚ボルタレン座薬28回分だったが、ニトロダーム14枚ボルタレン座 日数の確認不足
薬の内容、飲み方、日数の再確認
薬14個で入力した。患者より指摘され気付く
医師の指示は呼吸器モードプレッシャーサポート４cmＨ2Ｏであったが、３０cmＨ2Ｏにしていたこと 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 モード設定の指示機構
経過的な観察記録がない、観察が乏しい
が分かった
医師の指示を間違えた。 患者様に施行する前だったため、患者様には気付かれていない。
見落とし、見間違い。 観察の不足
聞き取りにくかったことは、もう一度聞き直して、確認しミスの無いよう気をつけたい。
医師の指示を数個受けたが、酸素２Ｌ経鼻の指示を見落としてしまう。翌日医師より指摘される。 指示受けのダブルチェックが不十分である。
指示受けのダブルチェックを確実に行う。
医師の指示通りにカルチコール入りの主液からメイロンの点滴をルートした。他の児の注射液を メイロンに配合禁忌があるという意識がなかった。
指示を受けるときに配合禁忌を考える。 メイロンとカルチコールのアンプル、バイアルが入ってい
作成する際に救急薬品使用表に記載されていた配合禁忌の表を見てカルチコールとメイロンは配
る所に「配合禁忌あり」という表示をする。
合禁忌であったことに気付く。主治医に連絡し、メイロンが０．４ｍｌ入った時点で中止し、ルート交
換した。医師が顕微鏡で確認すると結晶様なものを認めた。その後血圧変動など異常なく経過し
た。
医師の指示通りに与薬しなかった
指示の確認不足。申送りミス
指示を確認して箱にいれる。確実に申し送る
医師の処方は、２８日分であったが、14日分の処方箋を患者様に渡した。いつも１４日分なので、 患者様の待ち時間の短縮、業務の簡素化の為、定期の処方は予め処方箋に記載しておく。受診 基本的な事だが、カルテと処方箋の突合せを怠らず、確認する。
看護婦・事務員・患者共気付かずにいた。１４日目に薬がなくなり来院し、間違いに気付いた。
時、処方内容の変更を行う。この手順が裏目に出て間違いを引き起こしたケース。
医師の処方指示を姓と名が同音「○○○」の患者名をとりちがえ、カルテに記入し薬局へ軟膏の 患者氏名確認の問題点。
患者名はフルネームで確認する。
処方依頼。担当ナースから医師に軟膏塗布部位の質問があり、該当患者ではないことに気づい
た。
医師の書いた麻薬処方箋の記載がまちがっていた。
情報の伝達方法の問題点。
疑問に思ったら確認を取る。
医師の説明不足により患者様が薬の量について理解していなかった。カルテ記載もしていなかっ 医師の説明不足、カルテ記載不足。
漏れのないカルテ記載の徹底。
た。
医師の入院時指示にて、毎食前に血糖測定及び、血糖高値に対する院内スライディング対応が 日勤帯での情報収集をする時に、その日の受け持ち患者数が多く急いで情報収集をしたために、 日勤帯での情報収集をする段階での時間に余裕が持てるように出勤時間や、業務内容を見直し
あった。また患者の情報収集をする際に病棟内で使用しているバイタル測定の必要件数を表示し ワークシートを確認する段階で見落としてしまったと考える。また、情報収集をした後に再度見直し ていく。また、患者情報を収集するときにワークシートを再度見直して、見落としがないかをチェック
たワークシートにも、毎食前に血糖測定が必要である事が的確に表示されていた。しかし、日勤帯 をしなかったため、今回のような見落としが生じてしまった。また、患者は入院2日目であり、DMの していくようにしていく。バイタル測定の回数や患者情報をさらに細かく得ておく必要がある。
の情報収集をする段階で、血糖測定が必要である事を見落としており、そのため昼食前に血糖測 既往なども無かったため、血糖測定の対象であるは考えておらず、患者情報が不足していたこと
定をするのを忘れてしまった。その後準夜勤務者に血糖測定がされていない事を指摘され、見落 も原因であると考える。
とし、測定不足に気がつき主治医に報告にいたる。低血糖、胸部症状等無かっため、そのまま経
過観察となる。
医師の入院時指示の記載がなく膀胱がんと両水腎症で入院された患者さんの尿測をしなかった。 医師の指示ミス 看護師の知識不足と確認不足
泌尿器科の場合、疾患や病状から尿側が必要なケースが多いことを伝え、医師の指示が無い場
合は、医師に必ず確認するように指導する。
医師の変更指示に気づき、カテコールアミンの点滴内容を変更し点滴交換を行った。その後その 温度版と一体のチャートである為、指示書は毎日医師より、記入される。本来は当日分だけ書くと 指示受けの際は、チャートの名前のみではなく月日、病名、何病日、患者ナンバーなど、基本的な
指示は翌日の指示であることに気づいた。
いうルールであったが、今回は従来のルールと違った事からミスが起こったと考えられる。思い込 ことを確認後、指示受けを行う。 病棟責任者から、医師へルールの徹底を依頼する。
みと、ルール違反。
医師は処方箋にクラリス錠とホクナリン、ムコサールを別々に処方していたにもかかわらず、服薬 勝手な思い込みによる確認不足
電子カルテ担当者と医師及び医事課との話し合いで、医師の許可無く処方箋の書き換えをせず、
時間（分３後）が同じという理由で医事課職員が、医師の許可無くまとめて混合処方としてしまっ
不明な場合は必ず確認することになった。
た。受け取りに来た家族からの問い合わせで判明し、院外薬局からの指摘があり家族に再度説
明した。
医師ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝＦの開始指示有り。指示項目を印刷し確認して行ったが、ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝＦ３Ａのところ１ １ 注射指示一覧で確認せず、コピーはしたが詳細でのみ確認した。 ２ 指示受けをしたリーダー １ リーダーが指示を確認後、指示を受け取る。
（リーダーが注射指示一覧を印刷後担当に
Ａで投与。17時の申し送り時に気づき、有効陣痛にならなかった治療が終了となる。
からの指示ではなく、自分で医師から指示を受けた。 ３ 指示受け時のマニュアルが生かされて 渡す。） ２ 注射指示一覧で確認する。 ３ 指示受け時のマニュアルを遵守する。
いなかった。
医師より、ハンプ２Ｖ＋５％ブドウ糖50ｍｌ持続投与の指示が出された。しかし、ハンプ２Ｖ＋生食50 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・伝票と薬剤のダブルチェックを怠らない。 ・院内マニュアルでは、ハンプ３Ｖ＋生食50ｍｌである
ｍｌで実施してしまった。約2時間後に気づき主治医へ報告。薬剤変更せずにそのまま続行した。
ため、出来る限りマニュアルを使用するよう医師へ伝達。
医師より、点滴の変更の指示を出したのに変わっていないとの指摘を受けた。
医師より、毎食３０分前のインスリンの指示が新たに出た。固定のインスリンにプラスしＢＳチェック
の値によりインスリンを追加するとのことであった。カーデックス、時間毎板、本人のところのインス
リンの紙に血糖値により固定のもの、固定＋４Ｕ、固定＋６ｕを記入し、他の看護師にも確認しても
らった。準夜看護師もそのことを申し送り、後日間違わず指示通りにインスリンがされていたので
大丈夫なのだと判断していた。しかし、○月２８日１１時３０分のＢＳチェック時時間毎担当の看護
師には正確に伝えられなかったのか固定のもの＋（固定＋４ｕ）患者に施行されてしまった。（当日
私は休みだった）本人には血糖値によりインスリン量が変わるので打たずに待つように説明済み
だった。
医師より「ケナコルト準備して」と言われ、蒸留水１ｍｌをバイアルに刺した後でマニュアルを確認す
ると溶解済みのバイアルであることが分かった。
医師より「セルシン5mg半筒」の口頭指示があった。復唱せず、5mgを注射器に詰め医師に渡し、
5mg投与された。他看護師より量の確認され過剰投与に気づいた。

指示の見間違い。確認不足。
指示受け、確認方法のルールの徹底。
一部の看護師に指示受けしたものをダブルチェックしてもらったが、私の中で大丈夫なのかと不安 見慣れたスライディングスケール表を用い、それに合わせ固定打ちの内容も記載する。時間毎板
な気持ちもあり、確実に伝達できたという思いがないままであった。伝わりにくい表現であった。
には「ＢＳチェック（値により指示あり、スライディングスケール表参照）」などを記載する。

最近ケナコルトを作る機会がないにもかかわらず、自分の思い込みでマニュアルを確認せずに溶 他のスタッフと薬剤を準備する時にダブルチェックする。 溶解方法を声に出しながら行う。 マ
液を作成した。 薬に対する認識が不足していた。
ニュアルを見てから準備する。
口頭指示受け時の「薬剤名・量の指差し呼称で復唱する」確認の基本を守っていない。
口頭指示受時は、患者名、薬剤・量を復唱し、確認の徹底。
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具体的内容
医師より「採血後帰ってもらって下さい。」と基本箋と血中濃度測定の伝票を渡され、血中濃度の
みの採血をして帰っていただく。その後、他にも採血伝票が残っていることに気付き患者を探した
が帰った後だった。そのことを医師に報告し、他の検査をキャンセルした。
医師より「夕食から絶食、明日の腹部レントゲンにて食事開始かどうか決定する」と口頭指示が出
た。しかし、食事オーダーを停止するのを忘れてしまった。翌日、朝食時に患者の元に食事が配膳
されてしまったが、患者自身が絶食であること気がつき、食事を食べられることはなかった。
医師より５分だけ抱っこを母親にしてもらってよいと指示を受けた。そこで、保育器外の抱っこを５
分してよいと判断し、行動してしまった。母親が抱っこした後、医師が気がつき、保育器内の抱っこ
を５分のみ行ってよいという事であったと言われた。酸素を２５％使用している児であったため、低
酸素状態になる事が推定された。抱っこ中Ｓｐｏ２は１００％だった。
医師よりA氏の胎盤であると受け取る。オーダー上病理検査の指示あり、胎盤の入った袋は無記
名であったためA氏の名前を記入し、時間外であったため翌日提出するように保管する。次の勤
務者がA氏の胎盤はすでに病理に提出されていること伝えられ、患者間違いに気づく。
医師よりPIカテーテル側管からドルミカムを開始するように、指示があった。薬液の準備は医師が
行い、その後患者の担当でない看護師が（担当看護師は休憩時間中であった）シリンジに輸液
ルートをつけて、PIカテーテル側管に接続しシリンジポンプにセットした。開始時の輸液量の目盛り
にマーキングし、患者の担当看護師に確認を依頼した。しかし、輸液設定量、シリンジのセッティン
グ状態、輸液ルートの接続の確認は行ったが、輸液開始時のマーキングの位置まで確認しなかっ
た。深夜勤務の最終に輸液量をチェックしたところ、輸液ポンプの積算量は正しく表示されていた
が、シリンジが本来進む量よりも多く進んでいた。最初のマーキングの位置の間違いであるのか、
輸液ポンプの誤作動であるのかが、確認できない。患者の状態に変化はなく、朝主治医に報告
し、経過観察となった。
医師よりｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞにて胸部単純の指示あるも、腹部単純撮影をしてしまった。現像後、他放射線
技師より指示内容と撮影部位が違う事を指摘され、間違いに気づいた。患者に謝罪・説明後、了
解を得て再度撮影した。
医師よりカルテ指示を受けた際、栄養アップとカンガルー・外抱っこの3つの指示がでていたが、カ
ンガルー・外抱っこは線で結ばれていたため、この2項目の指示のみが出ていると思いこんでしま
い、栄養アップの指示を見逃して指示を受けてしまった。指示受けは2人で確認しうけることになっ
ており、2人で確認し指示をうけたが、2人とも見逃してしまった。他の同僚に栄養量を指摘され、指
示量がいっていないことに気がつきカルテで確認したところ、指示がもれていた。主治医に報告
し、次回から指示量でいくようにと指示を受けた。
医師よりカルテ上での指示を受ける。検査箋には、酸性蓄尿と記載してあるが、カルテには、蓄尿
と、のみ記載。酸性蓄尿のことを知らず普通の蓄尿だと思い、カーデックスにも蓄尿記載し、指示
を受ける。そのまま、採取日まで、検査箋をみることなく、正しい蓄尿ができなかった。
医師よりドライウエイトの変更指示が出たので二日分の経過表は、手書きにて変更したがパソコン
に指示変更を入力することを忘れていた。一日は、気が付かずに変更前の体重にて透析を行った
が、次の透析で開始前の除水計算の時に変更してないことに気が付いた。
医師よりハンプ１Ｖを生食水２６ｍｌに溶解する指示を受け患者に投与した。次の勤務の看護師よ
り溶解は５％ブドウ糖液でなければならないことを指摘される。医師へ報告し、注射薬を変更した。
患者への影響はなかった。
医師よりレントゲン撮影の指示を受けレントゲン撮影を依頼したが、指示された部位の記入を誤
り、別の部位を撮影。
医師よりワーファリン中止の指示を受け内服中の薬を引き上げた。翌日定期処方されていたワー
ファリンを看護師が患者様に手渡した。５日後に担当の看護師が確認していてワーファリンを内服
していることに気付く。医師に報告し、凝固能検査をした。
医師より胸部レントゲンの指示を腹部レントゲンと記載ミスし、患者が２度レントゲンを撮ることに
なってしまった。
医師より血液ガスの結果問い合わせがあり、検体が、冷蔵庫に保存し未測定だったので直ちに測
定し結果を報告しました。
医師より口頭で「４時から点滴を３．５ｍＬ／ｈにしてください」と言われた。丁度１６時の哺乳をして
いた時だったので、哺乳が終わったら流量変更なのだろうと思い１６時３０分から流量を変更した。
その後医師の指示を確認したところ、翌日の日付の４時から経口量を増やし点滴流量を減らすと
いう指示が書かれており、４時と１６時を間違ったことに気づいた。
医師より口頭で２１時にラシックス二分の一Ａルートの指示を受けたが、忘れていた。１時頃体温
表に自分で２１時ラシックス施行の記録をしているのを見て思い出し、すぐにリーダーに報告し
ルートした。２１時から２４時までの尿量増加は２００ｍｌだった。ラシックスルート後に朝まで、８００
ｍｌ増加した。
医師より口頭で指示を受け、患者の家族に病状説明に来ていただくように連絡をした。当日家族
を案内すると医師より主治医が違うことを指摘され患者間違いをしたことに気付く。主治医は休暇
中であった。気付いた医師が主治医に代わって術前の説明を行った。
医師より細菌検査室に連絡があり、「９日に採取したＡ患者の検体の中身はＢ患者のものなので、
電子カルテ上から削除してほしい」とのこと。検査室では既に中間報告（陽性・菌名）を送信してお
り、担当医にも数時間前に連絡済みだった。医師は取り違えに間違えはないとのことで処理対応
した。
医師より指示のあった点滴処置の際に、別の看護師が用意していたものをセットし、別の看護師
が点滴を行ったが、指示されたものと別のものであった。成分は同様のもので、副作用等も無く、
患者への影響は無し。
医師より絶飲・絶食の指示を受けるも見落とした。患者は水分は摂取していた。 腹部膨満症状が
あり判明する。
医師より大腸透視の指示がでる。オーダーがでたが、その時に前日の検査食に変更するようカー
デックスや食事板の記載を忘れてしまう
医師より電話でヒシセオール中止、抗生剤のみの指示あり、受け持ち看護師に口頭で申し送る。
その後 確認せず。注射箋が訂正されていなかったため、準夜より又ヒシセオールが投与されて
いた。血圧下降に より医師に報告したところ間違いに気づく。

背景・要因
改善策
医師の言葉を鵜呑みにし伝票を確認しなかった。 医師が看護師に電算入力分の採血の伝票を 採血内容を医師に確認する。 プリンターに伝票がないか看護師も確認する。 病院に外来のプリ
手渡さなかった。 プリンターに電算入力の伝票が残っていた。 プリンターの設置場所が、パソコ ンターの位置の検討をお願いする。
ンの下で覗き込んで取り出さないと取り出せない環境である。
医師が口頭で指示を出した。 看護師が食事オーダーを中止するのを忘れてしまった。
患者への説明によりミスは防げた為これからも患者様への説明は確実に行っていく。 レントゲン
にて食事を考えるときは朝食は絶食という決まりにする。 医師にも食事オーダーの変更を依頼す
る 看護師間で情報を共有できるようにする。
基本的な確認事項を確認しなかった。 保育器外抱っこについての理解が不足していた。
脱稿について、どのような状況で抱っこしてよいのかを医師にしっかり確認し、今後保育器内また
は外抱っこを行っていく。 患者の状態をしっかり把握し、疑問に思った事は医師に詳しく確認す
る。 指示について復唱し確認を行っていく。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

誰の胎盤であるか分娩に関わった者が必ず明記する オーダー画面だけではなく伝票と共に確認
する

最初に開始時のマーキングの位置を十分確認しなかった事に加えて、担当看護師もマーキング
の位置まで確認しなかった。２人の確認不足によるものと考えられる。また0.1ml/hrと指示の流量
が微量であったため、シリンジポンプの進み具合が目で確認しにくかった事も要因の１つであった
と考えられる。

接続するまではマニュアル通り行えているが、その後の確認不足が重なっている。また接続後の
作動状況の確認も不十分であった。最初にシリンジポンプにセットしてから、接続、開始するまで
に、もう一度、輸液量、ポンプへのセッティング状態、輸液ルートへの接続状態、マーキングの位
置を確認した上で、患者への薬剤投与を開始する。またダブルチェックも同様に行う。

オーダーの指示内容の確認不足と思いこみ。業務手順のルールとしての指差し呼称の声だし確
認が出来ていない。

指示オーダー内容の確認と指差し呼称の声だし確認を守る。

指示を受けた1人目が、3つ出ている指示を2つしか受けなかった確認不足と、2人目が、1人目が サインされた部分のみだけではなく、前の指示と日付けの確認を行う必要がある。
サインした指示内容だけと思い込んで、1行指示を見逃し指示を受けてしまったことが原因と考え
る。

酸性蓄尿のことを、知らない。カルテに酸性蓄尿と記載が無い。紙面上のみでの指示。酸性蓄尿 見た事の無い検査など指示を受けるときは、上司に確認する。酸性蓄尿の勉強。
の指示を受けたとき、上司に確認しなかった。
確認不足であった。

カンファレンスを開き透析開始前に以前の経過表とドクター指示を確認して本日の経過表に間違
いがないか確認してから透析を開始するようにした所での発見であったので改善策になっていた
と思われる。
ハンプの溶解液が５％ブドウ糖だと知らなかった。 冷蔵庫の扉に大きくハンプは５％ブドウ糖で ハンプの使用上の注意を再学習した。 ダブルチェックの時には、薬剤の溶解液の種類、量を確
溶解すると注意の札を貼っていたが知らなかった。 ダブルチェックの時にバイアルのみを確認し 認する。
た。
自分の思い込み、確認不足によるミス。他の患者への対応もあり、少し業務を急いだ為。
中途半端な気持ちで業務に携わらない。ひとつひとつの業務を確実にこなし、確認を怠らない。
医師は指示簿に記載したので当然翌日分の定期処方も看護師が保管すると思っていた。 中止 検査のためにワーファリンが中止になったことを患者様のところに立て札を置く。 医師は処方後
の指示を受けた看護師は自己管理していたワーファリンを引き上げたが、翌日定期処方されると に中止となった分について薬剤部に連絡するように申し入れをしマニュアル化した。
思わなかった。 翌日定期処方を受けた看護師はワーファリン中止の指示が出ていることを知ら
なかった。 看護師は処方控えで確認するため、コメントに保管と記載されていなかったので渡し
た。 医師は指示簿を確認すると思ったので定期処方にコメントをしなかった。
勘違いによる記載ミス。確認不足
再確認。
血液ガスの機器メンテナンス中に検体が、きたので冷蔵庫に保存して測定を忘れました。
・思い込み ・手順の無視

血液ガスの伝票と未測定であることを表示するメモを必ず置きます。また他の人にも未測定を伝
達し共同で責任をもち測定します。
・緊急時以外の口頭指示の禁止 ・指示書を確認してからの実施の徹底

口頭指示を受けるときに、病院内のマニュアルに沿ってカルテに記載しなかった。 指示を実施し
ていないのに、体温表に直接記録した。 指示を受けた後に、本来行うべき注射指示簿への転記
など薬剤の準備をせずに忘れていた。 上記の重大なマニュアル違反をしたが、マニュアル違反
を自覚していなかった。
同姓の患者と勘違いして指示を受けた医師が主治医ではない患者様の家族に連絡した。 当日
も気付いていなかった。 男性と女性の違いもあったが気付かなかった。 口頭指示マニュアルに
沿って復唱しなかったし、記載しなかった。
・医師は検体採取時にラベルで患者名の確認をしていない。 ・当事者からレポート報告がない。
・検査室から結果の連絡があった時、担当医は患者の名前の違いに気付けていない。 ・医師の
多重業務の環境

師長から個別に注意をした。 リスクマネジャーが、レポートを見てマニュアル違反の自覚がないこ
とに気付き、本人へこの事例に対しての問題点を指摘し、問題点を自分で把握するよう促した（レ
ポートの新たな提出）。 看護部で口頭指示受け手順の再確認を行った。

２名の看護師が関わったが、両名とも初歩的な連携確認ミス。 ダブルチェックを励行するよう指
示されているが、連携ミスにより、チェックが確実に行われていなかった。

指示された通りのダブルチェックを励行し、看護師間の情報伝達等に不備が無いように連携を強
化する。

指示受け時ダブルチェックしている。声に出してダブルチェックをしなかった。

声に出し指示受けをする。

指示拾いする際、食事変更のことが頭になかった。

検査マニュアルをもう一度振り返って見る。検査のオーダーが出たときは常に食事変更の有無を
考えて指示拾いする
口頭指示を受けた時点ですぐに指示書に記入すること。

口頭指示を受けた時点ですぐに訂正することを怠った
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病状説明の指示も医師指示簿に記載してもらう。 必ずフルネームで確認する（マニュアルの遵
守）。
・検体容器へ先にラベルを貼り、採取前にラベル内容（患者名、検査項目等）に間違いがないか確
認の徹底をする（院内ルール）。 ・リスクマネージ委員会でレポートのフィードバックを行った。 ・
検査結果やデータの電話報告の時は反復して患者名、内容を確認し合い認識を共有する。

5133
5134
5135
5136

5137

具体的内容
医師より病棟でA氏のCTﾌｨﾙﾑ袋にB氏（外来患者）のCTﾌｨﾙﾑが入っていたとの指摘を受けた。A
氏のﾌｨﾙﾑは現像なし、B氏のﾌｲﾙﾑは２部現像してあった二重ミスが判明。現像後のﾌｲﾙﾑをCT袋
に整理する時に、患者名・IDの確認をせず、A氏の袋に入れ間違がっていたことが分かった。
医師より腹部レントゲンの指示が出たが腹部を胸部と照射録に書き間違う。当日の担当看護師が
イレウス患者なのにおかしいと気付きカルテ及び医師確認で間違いがわかった。
医師より薬剤の投与の指示があり、点滴内に混注し２時間で滴下させる指示が出た。混注薬量を
点滴速度に合わせ計算し、滴下させた。しかし混注量を間違え濃いものを点滴させてしまった。
医師許可にて抜糸前に洗髪施行。翌日、抜糸。 翌々日創部より浸出液が流出。 洗髪時、創部
がぬれないように保護していた。 後日主治医より筋膜縫合していなっかたと報告受ける。
医師指示でペンタジン１Ａ、セルシン１Ａルートした後、患者様が眠り酸素飽和度が低下したため、
マスクで酸素開始した。しかし、酸素飽和度が上昇せず８６％まで下降した。確認すると、麻酔器
のバッグが接続されていなかった。直ちに、バッグを麻酔器に接続する。酸素飽和度９９％に上昇
する。
医師指示にある患者に内服をするようにとの薬を他の科の医師が同じ内容の薬を処方していたこ
とを知っていたにもかかわらず疑うことなく患者に看護師管理で内服してもらっていました。 先輩
看護師が気づいて教えてもらいました。患者へに影響は様子観察を必要とした。

5138

5139

5140

5141

5142

5143

5144

5145

5146

5147
5148
5149
5150

5151

5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161

背景・要因
改善策
A患者→B患者のCT撮影で、印刷画面を確認せず、B患者を２回印刷している。フィルム整理時、 ﾌｨﾙﾑ整理時は患者名・IDの指差し呼称の声だし確認の基本を守る。整理するｼｬｰｶｽﾃﾝに「患者
患者名・ID番号の確認をせずCT袋にいれてしまった。
名・IDの確認」を朱色で表示をする。
初歩的なミス。チェック、再確認等の欠如である。教育研修の初歩的な見直し。

二重チェック、再確認、思い込み等をなくす。十分な連絡説明。

思い込み、確認不足。

思い込みが発生していないよう、再確認を行う。ダブルチェック後も自分で、理解した上で慎重に
確認し行う。
洗髪・シャワーの施行時期の検討

洗髪時の創部保護の問題 縫合方法の伝達の問題

麻酔器の点検不足。休みや深夜間の手術対応のためスタッフが９人しかいなかったため、準備を 麻酔器使用時のマニュアル作成。
少人数で行わなければならなかった。 手術到着時間が予定より２５分早かった。 麻酔器使用時
のマニュアルがない。
腎臓内科からプレンタールが先に処方されており、すでに患者はプレンタールは内服したいた。そ
の後神経内科から医師指示書でバイアスピリンとチクロピンを内服するよう指示が書いてあった。
バイアスピリンとチクロピンは本人が入院する前まで内服していた薬であった。そこで、バイアスピ
リンとチクロピンを持ってきてもらって内服してもらってしまった。 医師が患者がどのような内服を
服用中なのが把握していなかった。 外来で処方された内服薬をそのまま内服続行となった為、
薬剤部でのチェック機構を通ることがなかった。 内服させた看護師が新人であり、どのような作
用の薬であるか理解ができていなかった。
薬をずらして与薬していることが継続されなかった

医師指示の薬が2回分内服できなかった。その分を後ろにずらして服薬していたが､オーダリング
の日付とずれているためにワークシートに反映されず、1回分無投薬となった
医師指示分の点滴をダブルチェックしたあと作成した。上下開通した後、氏名、開通の矢印を記 点滴開始直前の確認不足
入。９：３０頃、患者の所へ行きベッドネームを確認し患者さまの名前を呼び点滴をつないだ。１０：
００頃、他看護師が歩行中の患者を見て、点滴に書いている氏名と、患者本人が違っている事に
気付いた。報告を受け間違っている事に気付き、点滴ボトル、点滴セットを一時はずし、氏名を記
入し直し、再度ルートを交換し接続した。
医事より月末のｲﾝｼｭﾘﾝｽｹｰﾙでの注射伝票の問い合わせがあり、○/29深夜・日勤・準夜看護師 指示内容の変更時の記載がない。注射指示箋が見にくい。注射実施時の指示内容、月日の確認
の実施後の月日の記入ミス、指示量より多く注射したことに気づいた。（ﾋｭｰマリンR7:30：4Eを6E、 ができていない。
11:30：0Eを4E、17:30：0Eを4E。２枚に渡る指示箋だった）
医事課より退院した患者の書類が返送されてきた。同チームのナースが封から出し封筒は捨て、 書類を最後まで処理していない。
書類は机の上に置いていた。医師より書類について尋ねられ探したが見あたらず、ゴミ箱より発見
された。
医薬品卸から定期的に納入しているハイポアルコール（１０％）が、 その日に限り誤って２％のも ハイポアルコールに濃度の異なるものがあることを知らなかった
のが納入されてしまい、薬局で良く確認しないまま出庫してしまった。 後に外来で間違いが分か
り、回収する。
医療機器（コッヘル）のカウントが手術前に出来なかったため，手術終了後のカウントで本来ある 看護師の勤務交替時間と重なり，看護師が入れ替わったり，機器の借り物などが多く，他に手を
はずの数より１本少なかった。透視下手術なので体内には残っていないので患者には影響はな 取られてしまい，手術前の数合わせが出来なかった。手術終了前の器械カウントでコッヘルが２
かった。
本であった。普段は３本入っており，不足の場合はその数がテープに書いてあるはずであったが，
そのテープもなく，器械を開けたのも別の看護師であったため分からず，器械を組んだ看護師も
数を確認していない。 したがって正確なことは分からないが，最初から２本だった可能性が一番
考えられた。
医療廃棄物のゴミ袋に針が混入し、ゴミ処理者の方のズボンにひっかかり発見しゴミ処理場で確 膿盆に入っていた針が分別時、医療廃棄物のゴミ袋に入った可能性あり。
認した。
医療連携室経由の紹介状の予約をコンピューター入力に入れる為、患者名検索をして、生年月日 確認不足。思い込み。
を確認したつもりだったが同姓の患者を間違ってID入力してしまった。予約当日患者さんが来院さ
れ、医事課での保健証確認時に間違いに気付いた。（その日は、スタッフ一人が休みで予約依
頼、電話応対、来客の応対などで業務が繁雑だった。）
一ヶ月の患時に20ml/ｈで輸液が指示されていたが、病衣を着替える際に、ポンプからルートをは マニュアルの周知徹底
ずしたが、そのままセットしないで退室し、１時間後部屋担当NSが気付いて、予定量より20ml余分
に注入されたことが発覚した。
一歳児の患者様がベッドから手を出しテレビカードを触ろうとしたらベッドと床頭台にはさまれる感 ベッド柵は上がっていたが、一番上まで上がっていなかった。転落についての説明不足か。
じにずりずりと落ちた。頭は打っていませんと母より報告あり。訪室時啼泣中で顔面剥離あり。
一字違いの年齢・状態の似ている患者の胃ろうからの注入薬剤が逆に準備されていた。チームの 薬袋から出してカテーテルチップに準備されると、カテーテルチップには患者の名前が貼られてあ
看護師が、いつもと色が違うことに気づき間違いを発見、未然に防いだ。
るが準備段階で間違ってまうと、他の看護師はチェックできない。準備する看護師と実施する看護
師が違っている事が問題。
一時、機械がフリーズ現象がおきた。ハードデイスク交換予定だった。経過を観察中に突如フリー 予測困難だった。
ズがおこり、復旧しなくなった。４名ＭＲＩ実施できなかった。再度予約を取り直していただいた。
一時に、申し送りが終了し訪室するとベッドの横に尻もちをついている。声を掛けるとベッドより、ず 不可解言動があるのに四点柵をしていなかった。
り落ちたとの事。バイタルサイン問題なし。頭は打っていないと。右膝の痛み言われるも外傷なし。
当直Dr、call経過観察の指示受ける。その後、患者より、儀式に参加しようとしたなどと不可解発
語あり。また膝も打っていないとはっきりせず。柵を追加し様子見る。
一時間６０ｍｌの点滴を一時間２００ｍｌから２５０ｍｌで投与してしまった。点滴追加後、滴下確認せ 点滴追加後、滴下速度の確認をしていなかった。
ず。
一時間以内で使用する血液製剤を４時間かけて滴下した.指示は口頭だった
口頭指示を受けた 別の患者に使用していたときの滴下数で調整した
一時間毎の巡回を終えてナースステーションに戻ると、物音がしたので、病室を訪室すると患者が 巡回時には入眠していた。以前にも転倒したことがあり、ベッド柵を固定していた。
床に座っていた。ベッドの柵を自分で外され移動していた。
一人でトイレに行き、病室に戻り、車椅子のストッパーをかけずに、一人でトランスをしようとしてず 患者に、ナースコール指導や車椅子指導中の出来事。
り落ち､床に臥床していた所を、訪室した看護師が発見。
一人でトイレに行きトイレから車椅子に移ろうとして転倒する。異常なし。
患者状態把握
一人でトイレに行った際転倒
睡眠薬を服用した
一人でベッド柵の間から床に降りようとして滑り落ちた。
観察不足
一人でポータブルトイレで排尿しベットへ戻るとき転倒、ベット柵に手を掛け座っていた。異常なし。 夜間のポータブルトイレ使用についての話し合い
一人で車椅子に乗ろうとして転倒した。脱力感あり座位の保持が出来なかった。
一人で歩行していて転倒し、患者の付き添いから連絡あり。異常なし。

観察不足
患者症状把握

外来からの持ち込んだ内服薬でも薬剤部に一度預け再処方してもらうようなシステムに変える。
看護師も患者がどのような薬を飲んでいるのか、今から飲ませる薬はどのようなものなのか理解
して内服させるよう意識をつける。

処方が切れる場合には必ず医師に処方入力してもらう
ベッドネーム、患者本人、点滴、伝票の確認を確実に行う。

指示箋の変更・中止時は、朱文字で明記する。又、分かり易く表示する。実施後の確認の基本を
守る（月日・患者名・薬剤・声出し指差し呼称）
書類は最後まで責任をもって処理を行う。
納入時のチェックの徹底をする
不足の器械をテープに書いて貼っておくと，剥がれてしまう可能性があるので，今後は直接覆った
布に明記し，手術終了時までその布を部屋の外に出さないようにする。また器械を開けた看護師
がなるべくその手術に付くようにするか，器械に付く看護師に伝達出来るようにする。

針はベッドサイドで、針BOXへ破棄する。
同姓同名の時は必ず生年月日を確認する。 名前の漢字やひらがな等正確に確認する。

マニュアル＝ポンプからはずす際はルートをクランプする。ポンプセット時はダブルチェックする。
転落の防止のためベッド柵を最上まで上げることを、家族に説明。看護師は訪室時にベッド柵の
確認をする。
作業マニュアルの見直し。
定期点検を計画する。
夜間は柵をする。

医師に報告、滴下速度を遅くして、状態観察。患者さまに自覚症状なく、ＶＳも問題なかった。
以前の状況で判断するのではなく、説明書、指示の確認を徹底する
患者が理解困難なときは、家族に相談し、状況説明を行う。必要に応じて協力を得る。離床セン
サーマットの購入。
患者の理解力に合わせた指導の徹底が望まれる。再プラン要す。
頻回な訪室。トイレ時はすぐ近くで待っている。ポータブル設置も考える。
高齢者の睡眠薬投与の検討
移動する時はナースコールをしていただくように説明した。
ナースコールの再指導、頻回な訪室をする。
早めに訪床し援助する。移動する時はナースコールするように説明する。
頻回な訪室、ナースコールの指導。スタッフ全員に転倒のリスクが高い患者であることを認識す
る。

212

5162

5163

5164

5165
5166

5167
5168
5169

5170

5171

5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178

具体的内容
一人の外来患者に対し2件の抗癌薬無菌調整依頼（タキソール252mg＋生理食塩液500ml、パラ
プラチン524mg＋生理食塩液250ml）があった。 生理食塩液500mlの容器にパラプラチン524mg＋
生理食塩液250mlの処方が印字された、また、生理食塩液250mlの容器にタキソール252mg＋生
理食塩液500mlの処方が印字されたラベルが貼られているとの連絡がなされた。調べてみるとタ
キソール252mgは生理食塩液500mlに溶解すべきところを生理食塩液250mlにて溶解しており、パ
ラプラチン524mgは生理食塩液250mlに溶解すべきところを生理食塩液500mlにて溶解していたた
ことが判明した。
一人の患者の透析開始前準備をして穿刺をしにいったが、患者さんから断られたため、別のNsに
変わってもらった。別のNsが穿刺し、透析を開始しようとしたら、カプラーがダイアライザーに接続
されていない事に気づきすぐに対処した。 患者への影響は、透析が実施されないままになる可
能性など
一袋に２種類（ニトロールＲ、ヘルベッサー）の内服薬が入っていた。夕食後に２種類を１カプセル
ずつ内服しなければならないところヘルベッサーのみを配薬していた。次の勤務者（深夜）が配薬
の確認をしていたところニトロールＲが１カプセル多いことに気付き指摘され与薬していないことに
気付いた。その時点で内服してもらった。
一度調剤した処方に対し、再度白紙の処方箋が発行された。これはオーダーが削除されたことを
意味するが、ここで回収を怠った。
一度発行された処方箋に対して、修正・追加の処方があったが、その際4種類の薬剤のうち2種類
しか分包しなかった。監査も修正処方と思いそのまま調剤してしまった。
一日２回の抗生剤点滴指示があり、朝９時の点滴を準備していた。注射カートから朝９時施行の
注射を担当チーム分と、違うチーム分を取り出し、点滴準備をしたが、患者様３名分がカートから
取り忘れたため、準備ができず、３名分の点滴が準備されず、予定時間を遅れ、１５時に施行する
こととなった。夕方１８時の点滴は、時間を遅れて施行することとなった。
一日２回の点滴指示を勘違いして、３回滴下してしまった。
一日2本点滴を行う指示が出ていたが、伝票確認が不十分で1本しか点滴を行わなかった。翌日
他の看護師がおかしいと思い間違いに気がついた。患者は絶食中であったため点滴でしか必要
なカロリーをとることができない為、栄養状態の不足につながった。
一日３回の投薬指示が２回に変更されていたが、正確に確認作業を行っていなかったため、当初
の投薬時間に行ってしまった。 ２度目の投薬が行われている時に気がつき、医師に報告後、３度
目の投薬を中止にした。
一日４回（朝・昼・夕・眠前）血糖測定し、インシュリンを与薬していた。眠前の血糖が５６、再検査し
ても同様であったため、インシュリンの与薬と低血糖への対処について当直医に相談した。ブドウ
糖１０ｇ内服の指示と２２時に血糖測定し、その結果でインシュリンの与薬を考えるという指示を受
けた。指示を受けたＡ看護師が患者の担当をしていたＢ看護師に指示内容を伝えた。Ｂ看護師は
２２時に先に血糖測定をしなければならないところ、測定をせずに通常眠前に与薬しているイン
シュリンを与薬してしまった。その直後、血糖測定の必要性があったことに気がつき、測定したとこ
ろ、５５と低く、再度当直医に相談してブドウ糖の内服をしてもらった。その後、自覚的な低血糖症
状が出現することはなく、２時間後の血糖も１０８と改善していた。
一日ドックの受診者が違う半日ドックの問診表を持っていた。

背景・要因
確認不足、思い込み

業務手順・ルール、チェックの問題 本来、受け持ちスタッフと透析開始者が回路チェックを行な ダブルチェックの意味を説明 個々のチェック方法「指差し確認」「声出し」確認の指導を行なう
う決まりがある。さらに透析箋への「確認済み」のチェック欄にチェックがあったにもかかわらず、
セットされていなかった。 「見た」と「異常がないか確認した」との違いの認識不足の問題
思いこみで声だし確認が出来ていなかった。薬袋と処方箋をただ見ていただけで意識が乏しかっ 出来るだけＤｒに協力を依頼し、薬を一包化してもらう。薬袋と処方箋を指さし確認、声だし確認を
た。３袋本人用に処方薬が分かれてあり確認する箇所が多く紛らわしい。
して一袋に数種類の薬が入っていないかを確認する。
「臨時夜から」のコメント付の白紙の場合は前処方がない場合が多く、今回もそうだと思い込んだ。 システム的に、白紙の処方箋が出た場合、「オーダーは削除されました」のコメントが出るように依
頼した。 また、思い込みをなくし、確実に確認するようにする。
注意力散漫・注意不足・監査を他の業務により中断してしまったこと。
一覧の監査業務では作業を中断しない。また処方箋への追加処方は控えていただくようお願いす
る。
点滴をカートから取り出しているとき、患者様に声をかけられ作業が中断した。中断から戻って作 それぞれの担当チームが担当の患者様のものを準備する必要があった。担当チーム２名の目で
業に戻ったが、確認している棚と思い、その３名分が入っている棚を見過ごしてしまった。自分の 再度確認する必要があった。 点滴施行後すぐに個別ワークシートに実施サインをしていれば、
担当チームでなかったため、抗生剤の点滴の指示があることを把握しておらず、そのままとなって オーダーが出ているのに、実施していないことに気付き時間的に早期に気付くことができた。
しまった。
確認作業に不備（氏名、量、薬名のみで時間の確認を怠った）
確認作業の徹底。ダブルチェックの励行。
伝票に時間の割り振りを看護師が記入しており、1日2本必要な点滴を1日1本のみという記入の仕 看護師が記入したもののみ信用するのではなく、注射伝票自体を確認する。 看護師が記入する
方をしていた。 点滴を行った看護師も看護師が記入したもののみ信用し、しっかりと伝票を確認 割り振りはダブルチェックを行ってから記入をする。 点滴を行う際にもダブルチェックを怠らない。
しなかった。 新しい伝票に変わっていた為、点滴が減量になったのだろうと思い込んでしまった。
確認不足。

確認作業の徹底。変更指示については、申し送り時に口頭、指示箋両方で行うよう心がけるよう
指導。

・指示内容を、看護師間で口頭のみでやりとりしていた。その際、「２２時の血糖値の結果でイン ・口頭指示は、必ずメモをして復唱確認することを遵守する。看護師間でも同様に実施する。 ・イ
シュリンを打つ」とＡ看護師は伝えたつもりだが、Ｂ看護師には「インシュリンを打つ」のみ強調され ンシュリンに関する勉強会を開催する。
て伝わってしまった。 ・インシュリンに対する知識が不足していた。

受付の時点で、受診者の情報を再確認しなかった。

一日の排尿量８００ｍｌ以下ならラクテック５００ｍｌ追加の指示があった。勤務時、８時間尿が８００ 一日尿量と８時間尿量を間違えた。
ｍｌであり指示を確認したにも関わらずラクテック５００ｍｌを追加した。
一日血糖の採血時間を間違えた。食後２時間で採血するところ、３０分で行ってしまった。
知識が不足していた。
一日投薬セットの時昼食後の薬をセットしていなかった為内服していただく事が出来なかった。
一日尿検査指示が出されていたが、蓄尿指示が無く、検査提出できなかった。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
検査指示が出されても、蓄尿指示は別に出さないといけない。検査指示と処置が連動していな
い。 不注意
一日分ずつセットしているが臨時処方のアンギナール２５ミリリットル３×１が昼食後薬を渡してい 定期薬が朝夕の２回でありアンギナール２５ミリリットルが小さな錠剤であり台紙に貼り付けてセッ
る際に準備なっていないことに気付く探してみたが見当たらず服用させず様子見る
トしていた。しかし、台紙が小さくどこかにいってしまったと考えられる
一日分の内服薬を箱に入れて、オーバーテーブルの上に置いた。朝食後に一日分、内服した。
一日分の内服薬をオーバーテーブルに置いたために、患者さんは間違って内服した。
一泊二日人間ドック受験者７名に、ブドウ糖負荷試験を実施。負荷後の６０分の採血時、４名分を 採血時呼名し本人とともに採血管の氏名の確認に留まり、負荷時間の○○分まで確認していな
間違えて１２０分の採血管で採血してしまった。
かった。 採血管の準備の際、６０分と１２０分がきちんと区別出来ていなかった。
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一般ゴミに患者基本情報などが書かれた紙が、非感染ゴミに患者氏名の入った当院の封筒（封筒
はカッターで切ってある）が捨てられていた。
一般検血の検体採血を忘れた。患者が帰って、他の看護師の指摘で分かり、主治医に確認し次
の受診時でもよいとのこと。
一般採血と、ＯＧＴＴの前採血を施行した。その後トレーランＧを飲んでいただくのだが、スタッフ間
の会話の中で６０分後の採血前に飲めていないことに気付いた。その時点で、トレーランＧを内服
してもらい時間ごとに採血を再開した。そのため検査時間もかかり患者に迷惑をかけた。
一般撮影において、患者付帯情報を間違え、訂正し再出力。
一般撮影において「L」マークがずれて、画像に入ってしまい、再撮。
一般撮影にて、頬骨撮影の依頼が出た。 撮影条件が若干オーバーのため再撮影をした
一般撮影を左右間違えた。 患者の負担増、被爆増
一般撮影依頼書にエンボスカードにて患者氏名・生年月日・性別を印字するが、同姓の別の患者
のエンボスカードで印字してしまった。撮影時技師が患者をフルネームで呼んだ時に間違いに気
付く。 外来に確認し別の患者エンボスカードを使ったことが解る。
一般撮影終了後、撮影台から車いすに移動する際、点滴ラインが抜けてしまった。車いすに移動
した時に気付いた。すぐに看護師を呼びルートを取り直したので患者に影響は無かったと思われ
る。
一般病棟から転棟してきた患者のフランドルテープの交換が１７時３０分であったが翌日の１６時
まで気付かなかった。
一部介助歩行を始めた患者がロッカーの上のティッシュを取ろうとして、ベッドの上に立ち、転倒し
た模様。同室者が報告する。停電中でナースコールが使用できなかった。

改善策
最初の薬剤の取り揃えで間違うと、後のシステムでのチェックがかからないことになりますので、
処方指示毎の取り揃えが必要です。調剤前に確認することで、監査機能が働きます。

患者情報の取り扱い徹底不足（新入職者かどうか不明）
確認不足

受診者に手違いがあったことをお詫びし、本来の問診表の記入を保健師が口頭で確認・誘導しな
がら記入をした。
指示をしっかり確認していなかったので声に出し確実に確認していく。
分からない事は他者に確認する。 初めて行う検査などはマニュアル、手順書を確認してから行
う。
薬剤セットを行なう時は時間に余裕を持って行なう。薬札と薬剤を声に出し3回確認する
尿検査指示が出たときの確認徹底
一日分セット後きちんと確認する。台紙はある程度大きいものにする。
毎食後に内服薬を持っていき、内服確認をおこなう。
１．採血管立てにも分りやすく、大きな文字で６０分、１２０分の立て札を作成し使用している。 ２．
呼名、氏名、負荷時間の確認を忘れない。 ３．他部門からの応援については、受験者「○○様の
○○分採血です」と点呼しスピッツを照合する。 ４．基本的には、センター看護師が責任ある立場
であるが応援看護師に依頼の場合は、検査内容の説明をし、確認する。 ５．負荷後６０分採血分
は、１２０分と一緒に検査部へ提出すること。
各所属担当者に連絡、注意喚起継続してもらう。新入植者への教育必要、プライバシー委員会へ
情報提供。各部署、個人が気をつける、事例を各現場へ戻して考えてもらう。
指示表に照らし合わせてスピッツ等を準備し、採血時再度確認する。

ＯＧＴＴを開始するにあたり、前採血をする前にトレーランＧを患者のわきに置いておいてから実施 ＯＧＴＴを実施するときには検体容器、トレーランＧを用意した後開始する。
していなかった。
確認不足
確認不足
内科病院ということもありほとんど指示がない撮影依頼だった。
ルール、チェックの仕組みの問題点 患者観察不足
他部署のことなので不明

確認
確認
撮影体位・撮影条件を放射線科撮影条件マニュアルに記載し、マニュアルを改訂する
チェック方法検討
確認をする。

点滴ラインのある患者の移動時は観察を十分行う必要があるがそれを怠った。

点滴ラインを保持した患者の場合移動時には十分観察するようスタッフに指導する。マニュアルを
整備する。

確認不足 申し送りが不十分

薬品の申し送りなどは一つ一つきちんと行う。 指示シートをしっかり確認する。 分からないこと
は確認する。
見回り、声掛けの徹底。

見回りを頻繁にし、患者へ声掛けをするべきだった。
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具体的内容
一包化の処方でトリプタノール錠２５黄色の処方をトリプタノール錠１０青色で方法払い出してしま
い、１回分内服してしまった。病棟より指摘あり、残りは全て調剤し直す。
一包化の段階で朝夕で分包すべきを、朝昼で分包した。鑑査の段階で、他の薬剤師がミスを発見
した。
一包化調剤の患者の薬をそのままヒートで調剤。鑑査時に気付いた。
一本渡しで調剤した薬品を、別の病棟のカートへ入れたため、病棟より薬がないと報告があり、探
してみると別の病棟に渡っていた。
咽頭炎で入院中の小児科の患者。８時、17時抗生剤時間注射の指示がでていた。日勤で受け持
ち看護師が、注射確認の際8時の注射終了のサインが無いことに気づいた。深夜勤務者に確認し
たところ未実施であることが分かった。医師へ報告し、当日のみ時間を変更し2回実施した。
咽頭痛が強く、発熱による倦怠感の強い入院患者。内服は１日１回配薬で、バクタ１錠、ゼフィック
ス１錠を１日のうちいつでもよいという指示があった。患者が内服した時点でメモにチェックするつ
もりであったが、それをするのを忘れてしまい、内服したという確認を残さなかった。次の日勤勤務
の看護師がチェックがないので昼に内服させ、二重与薬をしてしまった。患者には異常なかった。
引き出しの中に入れておいた内服薬がなくなったと患者さんから報告を受け探していたところ、前
回入院されていた患者さんの内服薬やお金、領収書などが出てきた。
引継ぎ時に発見。 急に嘔吐有り、EVDクランプしようとすると、既にクランプされた状態だった。１
４時の経時チェック時は圧確認し開放した。その後の体位変換されている事からそのときにクラン
プして開放を忘れたと考えられる。約一時間三十分ほどクランプされていたため脳圧が上がり嘔
吐したと思われる。急激に開放すると多量のリコール流出るので、圧を上げてゆっくりと排液させ
る。その後VS神経学的所見変化なし
院外（近く）の歯科受診のため家人と共に車椅子で患者を搬送中患肢が車椅子のステップからや
やずり落ちていたためか、第２趾爪損傷と第３趾擦過傷にて出血あり。病棟にもどり処置を要した
院外のコンビニエンスストアーで私服の患者を発見した事務職員が、外出許可の確認の連絡を病
棟にして無断外出が発覚した。
院外外出禁止の患者を、家人同伴で外出させてしまう。カルテ上の医師の指示を確認するも、読
み間違える。 患者は、予定されていた時間通りに病棟にもどり、外出中特に問題はなかった。
院外健診で胸部撮影を施行。業務前に点検を行い照射野の確認をし受診者の撮影をした。病院
で現像したところ左肺野が切れていた。健診開始後数名は正常にとれていたが途中受診者がＸ線
管に触れたと考えられＸ線管が少し横を向いてしまったと考えるがそのまま撮影続行した
院外行事の際マイクロバスから患者を降ろしキャリーにすわらせたが、患者が反り返りキャリーご
と後ろに倒れた。患者には異常なかった。
院外処方から院内処方へ変更になったが薬局への連絡を忘れた
院外処方において、カルテ記載が「クラビット点眼液」とあるものを、クラーク入力時「フラビタン点
眼液」と入力し交付してしまった。
院外処方のため、患者に説明して渡したが、理解できずに薬をもらわないで帰宅してしまった。
院外処方の患者へ、アルマールを処方中であったが、クラークが誤ってアマリールと記載した。医
師を気付かずにサインしたが、調剤薬局から疑義照合を受け、発覚した。
院外処方箋を渡し間違えた（伝票運用の処方箋を渡してしまった）
院外処方箋入力時 服用方法を間違えて入力し、調剤薬局より指摘 訂正
院庭散歩に行き、患者様が１病棟と植木の間を歩いていた。そのとき､前方を歩く女性患者様にバ
ランスを崩し寄りかかって人一緒に転倒してしまう。
院内LANケーブルの接続ミスにより、電子カルテシステムが停止してしまった。入院、外来診療す
べてに渡って、オーダリング及び電子カルテによる診療がストップしてしまった。（約20分ほど）結
果として、医師の診療が滞り、患者の待ち時間延長につながった。

背景・要因
散剤・錠剤・監査・外回りを全て１人でやっていた。昼食時間で、職員がいなかった。

改善策
慌てず、処方箋と照らし合わせ示唆呼称確認する。

単純ミス。確認が不十分であったなどが考えられる。不明。

鑑査にまわす前に確認をすること。

うっかりにより、他の患者同様ヒートのまま調剤。
確認の不足のため

調剤済みのチェックを入れる。
ルールどおりの手順を厳守すること。

・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・夜勤帯の注射は、リーダーとフリー看護師で確認する。 ・勤務交代時に掛かるような注射指示
点
は、主治医へ相談しルーティンの時間に変更する。 ・勤務交代時に、注射伝票や残輸液の確認
を前勤務者と共に行う。
忙しくて忘れてしまった。
患者の状態により内服の指示が変わるので、いつ内服してもよい患者の内服薬の管理方法を統
一する。

退院後の病室の点検不備

退院後は床頭台の引き出し、冷蔵庫、棚、ロッカーなどの点検を行う。

体位変換後の各部の確認を怠った。 数人がかかわった作業のときの確認リーダーがいなかっ
た。

複数の人がかかわったときの確認作業の方法の確立

麻痺のある患者に対する車椅子搬送の安全認識不足 スタッフへの移送時の安全教育問題

安全ベルトの使用（ステップからの足の転落防止） 足先の保護（靴を履く）

自己退院された経緯があることや、再三説明を行っても、協力が得られない患者であった。あらか 再三に渡る説明を行った事などは、看護記録に詳細を記録し更に観察を十分に行い、関連部署
じめ防災センターや外来に情報を伝え協力を求めるなどの対応が必要であった。
にも協力を得る。
指示をしっかり理解できていなかった。
他スタッフに一緒に確認してもらうべきだった。 指示を確認する時には理解してから、実施する。
少しでも理解できなければ先輩に相談する。
点検不十分（照射野の確認はしたがＸ線管球がしっかり固定されているかの確認を怠った）
業務前点検事項の再確認
父親が付いていたため大丈夫と思い、他の患者に気を取られていた。 今までにこのような事故
がなかったため慣れを生じていた。
情報伝達の問題
・医師のはじめの一文字の見間違いでオーダーしてしまった。 ・基本となる薬名の確認不足
情報の問題点 説明不足、観察不足
院外処方では、アマリールとアルマールのチェックが不十分となる。

患者の一人ひとりの特性も含め、危険がある場合は特にゆっくりと行なうように配慮する。 家族
に任せるのではなく、必ず職員が一人ひとりについて安全の確認をする。
連絡経路の再確認
薬名を最後まできちんと確認する。複数で確認する。

理解できたかを確認 患者の行動を見る
薬品にはmgをつけると、処方ミスを発見しやすくなることがある。医師は処方箋にサインをする際
には入念にチェックする。
情報の伝達方法の問題
伝票運用の物は処方箋で出さないようにする
チェックの仕組みの問題点
確認の徹底 チェック方法を変更
小刻み歩行で突進姿勢なので常に歩行時は、配慮が必要だった。女性患者様は、外反母趾によ 椅子に腰掛けるまでの観察誘導を行う。
る疼痛があるため歩行不安定であった。
ケーブル接続業務の重大性（間違ったときに及ぼす影響の範囲と質）の認識がされていなかっ
システム室での職員教育。接続時間（落ち着いて作業できる時間とする）と複数確認の基での接
た。該当職場としても、個人任せにしており、想定される接続ミスへの予防的対応をとっていな
続の実施を決定し実施
かった。各職場ごとに、実際停止してしまったときの２次手段について確認はされていたが、実査
そのような場面に遭遇してとまどってしまった。
院内で行う検査項目（視力・聴力）を見落とし、患者を帰してしまった。
通常業務のなかで、きちんと項目を確認しないで見落としてしまった。
・伝票を確認したらチェックを入れる。・常に緊張感をもって仕事にとりくむ。
院内の採血検査オーダーは、コンピューター入力オーダーシステムになっている。しかし一部の医 ・指示伝達システムの問題点
・外来でも全てコンピュータオーダーにするよう申し入れても医師が受け入れない。 ・小児科医
師が外来では、コンピューター入力を行わず、伝票依頼をしている。通常伝票が提出されると、採
は、自分で入力することを承諾。 ・助手が入力する場合は、１項目ずつチェックしながら確認す
血室で伝票のコンピューター入力を行い、ラベル発行し採血している。今回伝票依頼された項目
る。
が、全て入力されていないとの指摘を医師から受けた。
陰茎が腫脹し３歳男児来院。診察後、薬処方となり帰宅する。服用方法について説明したが、不 処方箋と薬の確認を看護師２人で行うことを怠った。 夜間、薬剤師が不在のため看護師が処 散剤の分包については、夜間でも薬剤師を呼び行ってもらうことにした。
安になり電話で確認したところ、ケフラール細粒1日量200ｍｇが1回量200ｍｇで渡されていたこと 方された薬を準備し渡さなければいけない状況であるのでシステム上の問題がある。
がわかった。当直医に報告し、再度服用方法について説明し、翌日泌尿器外来にも連絡した。
陰部洗浄中に、使用下着をハサミで切断する際に誤ってルートを切断してしまった。直ぐに閉塞し 手技が未熟であり、状況確認に不備があった。
実施時の安全確認の徹底。 事故対処方法等検証
医師に連絡し再処置する。
右５趾疼痛訴え不眠訴え コールあり 尋ねるとベッド柵のない方に背を向け坐っているとそのま ベッド柵が片方付いていなかった（環境問題） 夜間で床灯がついておらず暗くベッド周り周囲が 環境整備（ベッド柵設置）
入院時のオリエンテーションの見なおし
ま後ろへ転倒しベッドと床頭台の間にしりもちをついている姿発見 めまい ふらつき 等なかった 把握できていなかった 環境変化（入院１日目であり慣れない環境の中であった）
頭部 腰部 右上腕打撲 後頭部腫脹あり 気分不快 頭痛 四肢障害 異常なし
右ソケイ部に、挿入されていた中心静脈ラインの上部に腫張があることに清拭をする際に気づい 左上肢動脈ライン抜去部の皮下出血は気づいていたが、実際触れて観察しなかった。フィジカル 勤務交代のライン確認は挿入部まで、観察をしっかり行う
た。また、左上肢動脈ライン抜去部も腫張がありヘマトーマ形成していることに気づく。
アセスメントの基礎、五感を使っての看護が出来ていない。右ソケイ（中心静脈ライン）挿入部の
消毒を行う際、挿入部の観察と逆血の確認のみで安心してしまった。皮下血腫と皮下出血を十分
に理解していなかった。抗凝固剤点滴中であり、貧血傾向であることを踏まえ、ライン挿入中に生
じる障害の予測が出来ていなかった。患者の体動を考慮したケアが出来ず、包交時消灯したまま
実施し、電気をつけなかった。
右ソ径部よりショルドン挿入、指示輸液剤投与、末梢ルートキープにてアミノフリードを投与してい アミノフィリードから高カロリー輸液に変更した際、ルートチェックをしていなかった。メイン交換の 末梢ラインを抜去、高カロリー輸液をショルドンへと変更した。疼痛、膨張緩和には、湿布を用い
た。翌日、アミノフィリードから高カロリー輸液に変更された。変更２日後、患者より疼痛の訴えが 際、ショルドンルートから入っていると思い込み、交換してしまった。
た。点滴の指示が出た場合、開始する際、変更する際に、内容も含めて２人以上で行なう。受け持
あり、判明した。
ち看護師は、責任を持って再確認を必ず行なうこと。点滴ルートには、薬品名などが第三者にも分
かるように、テープなどで記載しておく。重症チャートを使用している際は、どのラインから薬剤が
流れているか、記載しておく。
右下肢に入っていたＡラインが自然抜去された。
体動が激しかったが熱傷ベッドであったので抑制が効果的に出来なかった。
ライン刺入部の観察をこまめに行い固定が外れそうなら固定し直す。
右下肢痛で入院中の患者。14時20分頃患者が以前入所していた施設のスタッフから「似た人を見 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・患者不在時間が長い場合は、他のスタッフへも情報伝達し所在を確認する。
かけたが外出中ですか」と電話での問い合わせがあった。患者が病室に不在であったため、院内
放送かけるが帰室されず。防犯カメラで確認したところ、13時45分に院外に出られたことを確認。
確認中に本人が帰院された。（無断外出が禁止であることの説明はしていた）
右外果に傷がありリバタンポン指示で様子を見ていた患者に看護師が傷が悪かったので傷の周 自己判断で処置をした、法律などの知識不足
指示どおりに処置はする、悪化時は医師に相談する。
辺部を切除し、そのときにソフラチュールに変更していた。
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具体的内容
背景・要因
改善策
右外頚よりＣＶカテーテル挿入中の患者。左片麻痺、痴呆症状あり、点滴スタンドは麻痺側に設置 痴呆症状があったため、１時間毎に点滴管理を行っていたが、その間の事故であった。患者への 本人の理解度を考えると、この場合、危険防止のための固定帯使用もやむを得ないと考える。家
していた。当夜勤帯、傾眠経過中であったが、２１時３０分訪室時、健側右手でＣＶカテーテルを自 説明を繰り返す必要があった。また、固定帯の使用も考慮するべきであった。
人の了解のもと予測できることは事前に同意書を取っておく必要がある。
己抜去していた。
右胸筋温存乳房切除術１病日目。朝６時にドレーン（SBチューブ）をクランプし排液を捨てた後14 観察不足
一人での観察ではなく２人で呼称確認をする。申し送り時には患者サイドに立ってチューブを２人
時までクランプしたままだった。その間、朝９時に創部の一部の腫脹あり圧迫処置したが、医師も
で見ながら確認し申し送る。
看護師もクランプ状態になっているのを気付かなかった。リークのチェックと排液量が少ないことは
気になって、たびたび観察は行なっていた。
右頚部痛を主訴とした患者に、局所注射を行なった際、気胸の発生を疑った。
不明
刺入位置、深さなど慎重に。
右股関節軸位の撮影でＬのマ-クつけて撮影した。
確認不足
撮影時の確認
右股関節痛を訴えるため主治医に報告する。ＸーＰの結果右大腿骨頚部骨折と判明する。
観察不足
きちんと観察する。
右甲状腺腫にて甲状腺右葉切除術を施行。麻酔科で左橈骨動脈動脈にＡラインを留置し固定さ 原因は明らかではないが、Ａラインの固定の方法、術中、術後の固定部位の観察不足が要因とし 術中、術後の固定部位の固定について従来の方法で良いか検討
れた。術後ＩＣＵ管理とし翌日Ａライン抜去後、当該病棟に帰室。その直後より、左手第一指のしび て否定できない。また、患者自身のＲＡなどの要因があったかもしれない。
れ、こわばり、動きにくさを訴えられた。ＭＳ冷湿布にて様子観察したが、さらにその翌日痛みが増
強し３８．５℃の発熱、手関節部の腫脹がみられた。術後３日目整形外科受診。原因は明確では
ないが、Ａライン刺入による術中の固定により関節の炎症、拘縮をきたした可能性も否定できず、
ミルタックス、ハイペンの処方を受けた。徐々に痛み、腫脹軽減し退院された。術後患者は手術創
の痛みより左手関節の痛みを強く訴えられていた。
右散瞳に指示を間違え両散瞳を実施
同職者への確認を怠ったため
思い込みで行動しないよう確認を実施
右視床出血で入院中の患者に対し、薬物療法・検査（ＨＣＴ・ＸＰ・採血等）施行中 ＢＰ２６０／１０４ グラマリールとニバジールを内服中 グラマリールは就寝前 同じタイミングの服薬と思い込んで 処方オーダーと内服薬を確実にチェックし、確認作業を徹底する。
高値 ニバジールと夜間不穏のためグラマリール内服中 深夜勤務の看護師が翌日の朝・昼・夕 準備してしまった。
の内服薬を準備する際、夕に服用する内服薬を準備し忘れ予定時刻の与薬が間に合わなかっ
た。 日勤の担当看護師が準備されていないことに気づき、定刻より遅れて内服完了。 患者の身
体的状態変化なし。
右耳の洗浄指示がでたのであらかじめ用意していた生食２０ｍｌを渡したが少し温度が低めで適温 洗浄液の温度確認のマニュアル不足
事前に準備するのではなく医師の指示が出てから暖める。持った時自分で冷たい 熱いと感じた
でなかった。そのため患者が軽いめまいを起こしてしまった。
らそのままにせず必ず確認する。
右手の創の培養（ＭＲＳＡ）場所が検査伝票が返ったときに場所記載が違っていることに気づく。 伝票と部位の確認不足・コミュニケーション不足
検査部位の確認を復唱する。
（実際は右手掌だが、伝票に右第1指となっていた）
右手の末梢とソケイ部からＣＶＣをおこなっていた。１：４５アラームが鳴ったので、薬剤の更新を チャートが４枚もあり、間違えた。アラームが鳴り慌ててしまった。イノバン＋ドプトレックスは作り置 作り置きをせず、毎回作製する。示唆呼称確認を行う。
行った。本来、ドルミカムを施行するはずが、イノバン＋ドプトレックス混注のものをつないでしまっ きしてあるため、ドプトレックスも作り置きしてあると思い込んで使用した。確認不足。
た。１５分後深夜が確認した時間違いに気が付き、つなぎ換える。当直医師に連絡し、様子観察と
なる。
右手関節の発赤・疼痛・皮下出血あり。本人に聞くと「どこかで打った」とのこと
声掛け・見守りが必要。夜間事故予防のための明かりなど、環境整備に配慮が必要
夜間、覚醒されている時には、見守りして安全を促がす。自室洗面所の灯りを夜間は消さない
右手背よりサーフローにて持続点滴中 包帯にて刺入部保護していたが訪床すると自己抜去して 頻回の訪床すべきであった
訪床を頻回にする
いた
右上下肢運動障害あるもADL拡大中。離床、徐々にすすみ本日歩行器にて自室ベッドから自室ト 浣腸を手順どおりに実施していなっかたこと。歩行器練習すすんでいないにも関わらず、歩行直 ADL拡大中の患者の観察は注意深く行い、バイタルに注意する。また、浣腸施行後に起こりうる症
イレまで、ゆっくり歩行する。排便の為、自室トイレにてGE60ml施行。 直後バイタル測定せず。手 後のバイタルを測定していなっかたこと。 トイレ内てすりを持って座っており、ベッド上でも坐位で 状は予測しておく。
すり左手で持ってもらい、排泄おこなう。排泄後コールするよう伝え退室する。 約１５分後コール のふらつきみられていなっかた為、見守りが必要ないと思った。
あり訪室すると、便座から転落、仰臥位となっていた。外傷みられず、気分不快いわれず。 看護
師二人で立ち上がり介助し、ゆっくり歩行しベッドに戻られる。バイタル著変みられず。 主治医に
電話報告。病棟内科医師にて診察され経過観察となる。
右上肢抑制中だったが、体動が激しく、抑制中の手がチアノーゼをきたしたため、一時抑制を外し 引き千切らないと思い込み、抑制を外したことが問題となる。
看護師間の申し送りを確実にして、チアノーゼ出現時は、抑制を緩めたり、手が届かない程度に
たところ、ＩＶＨカテーテルを引きちぎってしまった。
すること等を配慮。
右上肢抑制中であったがオムツ内に無理やり右手を入れ腰部を掻いている。出血有。患部処置 抑制固定部位が長かった。判断ミス
可動範囲を考えて適切な固定をする。
す
右上腕に確保された１つの血管から点滴ルートを２本にして薬剤を投与していた。Ａルートからは ・ルートを患者側から辿って確認するというルールが守られていなかった。 ・複数のルートを使用 ・ルートの確認方法（患者側から辿って確認）を徹底する。 ・各々のルートに識別のための印をつ
ラクテックが１００ｍｌ／ｈ、ＢルートからはＳＴ３にセレネース、ホリゾンを混注して４０ｍｌ／ｈで、いず する場合には、表示をするというルールが守られていなかった。 ・一本の点滴スタンドに、２台の ける。 ・多剤を投与しなければならない場合は、複数の血管を確保してもらうことを医師にも相談
れも輸液ポンプを使用して投与していた。さらに側管からオメプラールを投与するため、２つの
輸液ポンプを設置して薬剤を投与していた。 ・ベット周囲のスーペースが狭く、一剤につき一台の していく。
ルートを一時停止し、輸液ポンプもＯＦＦにしてオメプラールを単独で投与した。終了後、Ａ、Ｂ量
点滴スタンドを設置することは難しい。 ・オメプラールのような単独投与が必要な薬剤を投与しな
ルートを再開する際、輸液ポンプの上方で２ルートが交差していることに気がつかず、ポンプの上 ければならないのに、１ルートしか血管が確保されていなかった。
方にある薬液ボトルだけをみて流量を設定した。（ＡとＢの流量を逆に設定した。）１時間後、別の
看護師が、抗生剤を投与するためにルートを確認して間違いに気がついた。患者の状態に変化は
なかった。
右上腕骨外顆脛骨折、右肘骨折で右腕シーネ固定中の患者。 １９時頃より起床行為頻回にあ ・業務、労働体制上の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・留置カテーテルの固定の位置の工夫 ・患者の理解度の把握
り、付き添っていた。20：15頃 他患者のアラーム対応のため、留置カテーテルの固定を確認し
ベットサイドを離れた。20：30頃体位を整えるため、オムツを開けたところ、留置カテーテルのカフ
が膨らんだまま抜けているのに気がついた。出血はなく再留置はせず様子観察。翌朝まで自尿な
く導尿を行った。
右前腕に留置していた留置針を、自己抜針してしまつた。
不穏傾向があった。
意識障害者への輸液管理に際し、頻回の訪室。
右全人工膝関節置換術手術後にSaO2ﾓﾆﾀｰありとなっていたが、継続的に測定するのか医師に 思い込み 不注意
検温時のみと思い込んでそまっていたので、指示を受けるときに注意し、主治医に確認するように
確認しないまま検温時のみ測定と思い込み、継続的に測れていなかった。 準夜帯で気がつき継
する。
続ﾓﾆﾀｰをつける。
右鼠径よりCVライン（Wルーメン）挿入中。Wルーメンより、青ルート：アミノフリード500ml、白ルート ワークシートには、ヴィーンＤ500ml、（CV持続）ルート確保用となっていた。プレドパとヴィーンＤ
ワークシートを誰が見ても分かりやすいように記載していく。 点滴などが分かりにくい場合は、他
より、プレドパ(600)14ml/hで滴下中。ワークシートには、ヴィーンＤ500ml「CV持続、ルート確保
500mlが同じルートでいくようになっていた。ヴィーンＤ500mlを持続でいく事を見逃しており、側管 のスタッフに確認を取りながら、指示の確認を細かく行っていく。疑問に思ったら、主治医へ確認を
用」、側管からプレドパを滴下、という指示があがっていた。しかし、ヴィーンＤ500mlは側管からの から滴下する、という思い込みがあった。
行ってから施行していくようにする。
追加分だと思い、５、６時間かけて施行した。主治医に指示を再確認した所、プレドパ施行ルート
がつまらない程度に時間をかけていってもらえば良いといわれた。
右鼠径よりFDLカテーテル挿入中であるが、自己抜去しているところを発見。抜去後出血は全くみ 患者はレベルにムラがあり、ルート類をすぐさわってしまうため、両手に安全ベルトを着用してい 安全ベルトを着用していることに安心せず、頻回に訪室し観察する必要がある。また、体動がある
られず。朝まで沈子圧迫固定するが出血なし。
た。また、2時間ごとに体位変換をおこなっていた。最近、少しずつ体動があり、それにより右手が ため、腕を固定する位置を考慮する必要がある。
FDLに届く位置にきてしまった。自己抜去の25分前に訪室し、トラブルないことを確認している。
右側臥位で両手を右の柵で抑制していた。4時ごろ体交をしようと体交マクラをとった時に抑制が 抑制していたが左手下の柵でくくっていたため、体交マクラをとって抑制の紐が緩むと十分IVHカ 何度もIVHの自己抜去をされている患者であるため抑制を確実にし、体交時等常に患者の手の動
ゆるみ左手でIVHカテーテルをひきちぎってしまった。
テーテルに手が届く範囲であった。注意不足であった。
きに注意する必要がある。
右足関節骨折患者の左健側撮影依頼に対し、患部右骨折部を撮影。病棟担当看護師の指摘で 業務手順、チェックの仕組みの問題点
撮影時に依頼書再確認とフィルム渡し時に再度チェック。
発覚。再度撮影。
右足関節脱臼骨折の患者様で、翌日から松葉杖歩行開始であったが、一人で試しに歩かれたと ベッドサイドに松葉杖を置いていた。 理解力のある方なので、無理はされないだろうという思い込 松葉杖を前日から準備しておく時は、翌日説明をしてから使用するようにしてそれまでは、使用し
ころ転倒される。特に打撲はなく、バイタルも安定していた。
みがあった。
ないで下さいときちんと説明をする。 できれば、当日に準備する。
右足元のベッド柵を外してトイレに行こうとして床に座り込んでいるところをワーカーが発見。本人 把握不十分
入院したばかりで患者の把握が不充分であった。排泄パターンを知り、観察を密にしていく。
希望ありトイレ介助する。打撲等なし。
右大腿骨の骨折
・物理的な環境や設備上の問題点 ・床にひいたマットレスの上でこけたらしい
離床センサーを患者につける
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具体的内容
背景・要因
右大腿骨骨折で入院、床上安静で疼痛あるためシリコンバルーン14F挿入していた。「おしっこがし 痴呆があり病状自分がおかれている状態が理解できていなかった。
たい」と大声で叫んでいるのを聞き訪問室するとカフがふくらんでままのバルンを自己抜去してい
るのを発見する。
右大腿骨骨折手術後の患者で元々全盲、難聴、痴呆あり。安静理解得られないため、夜間は連 ベッドが4点柵でなく、2点柵になっていたため。家族は、ベッドを離れる際に看護師を呼ばなかっ
日妻が付き添っている。夕食前より妻付き添いしていたが、妻が電話をかけに行き部屋に戻ると た。
ベッド下に患者がいるのを発見し、ナースコールをし看護師訪室する 患者を引き上げ横になって
もらう。頭部他、打撲認めず。当直医診察し、経過観察となる。
右大腿動脈穿刺でＰＴＣＡ時、蛇行でガイディングカテーテルが２ヶ所キンクした。一時抜去が困
カテーテル時、蛇行に伴うキンク
難、動脈をカットダウンの上抜去することを考えた。 その後、キンク解除・抜去できたが、患者を
不安にした。
右転子部褥創の手術後で、右側臥位禁、ベット上安静の患者。10時40分、訪室しベット横の床に 痴呆がある為、安静の理解が難しく、活動が活発化してきており、要注意であったにもかかわら
ベット柵をふみ、座っているところを発見する。床に出血あり、SBバックドレーン陰圧かかっておら ず、30分おき程度に頻回に訪室していなかった。訪室して、本人の欲求などを聴けていたり、説明
ず、バルンも抜去している。主治医来棟していたのですぐに報告し、診察し、ガーゼ交換する。ベッ できていたら、少しでも転落の可能性は少なくなっていたと考えられる。
トから降りた衝撃のためか、ナート部1針外れていた。そのため、出血していた。SBバックのキャッ
プがねじれており、そのため陰圧がかかっていなかった。バルン挿入し、血尿みられる。10時前、
訪室したときは、何事も無く寝ていたとこを、確認のみしていた。ベット柵は4点でひもにて固定して
いた。
右頭側ベット柵固定、右上肢抑制、左側ベット柵２本使用していた。訪室すると足元の床のほうに 観察不足。
横たわっているところを発見する。右手抑制を外し、左側ベット柵も外し、ベットから転落したと思わ
れる。前額部内出血あり。レベル低下もないため、経過観察となる。
右内径クイントンカテーテル留置中の患者で両ルートよりDIV 加療中、1時30分過ぎ頃準夜申し送 夜勤中であり寝不足であったためか、事が起こった直後に連絡しなければいけないことになって
り後巡回DIV確認印にて問題認めず。1時50分頃定期巡回にて訪室、にてDIV接続ルート外れてお いるが出来ていなかった。
り床に血が落ちているのを発見にてすぐに接続。処置後バイタルチェック血圧80から70代他問題
なく全身状態血圧要チェックにて経過観る。その後徐じょに血圧上昇。その時点で当直医報告せ
ず経過みることとした。その後血圧低下することなく100代にて経過。朝、当直医に報告にて採血
オーダーとなりとくに問題なかった。
右内頚部より中心静脈ライン挿入中、訪室するとラインを自己抜去していた。
目が行き届かなかった。
右乳癌術後の患者で、１４日化学療法を施行した。１６時デカドロン４ｍｇ（８錠）、ゾフラン１錠、セ ・年齢や理解力を考えると自己管理が可能かと判断したが、化学療法の後で精神的・肉体的負担
ルベックス１包、ガスター１錠の内服を日勤看護師が準備して内服を確認した。準夜の看護師は２ があり、平常の判断力がないことに気がつかなかった。 ・準夜の看護師が、内服の説明のみで
１時の与薬時に、デカドロン４ｍｇ（８錠）を内服するように説明し、薬袋の８錠と記載しているところ 確認をしなかった。
を黒ボールペンで○で囲み注意を促したが、実際の内服確認はしなかった。。１５日深夜看護師
が内服を確認すると、デカドロンが２錠不足していた。ごみ箱の空タブレットを確認すると１０錠分
のタブレットがあり、夕べはボーットしていたと話し、２１時にデカドロン５ｍｇ（１０錠）を内服したこと
が判明した。
右半身麻痺のある患者様が、廊下にある自動血圧計で測定中、歩行器にて歩いてきた同室者の 右半身麻痺の患者の血圧測定を一人でさせたこと。 廊下の狭い所に、血圧測定器を置いたこ
歩行器と椅子が絡まり、椅子はローラー付きの動く物であったため転倒。自動血圧計が患者の左 と。
足に落下したところで発見した。内出血は見られたが、歩行には問題見られなかった。
右膝２Ｒの撮影において、検査箋は断層撮影にチェックしてあったが、そのチェックを見落とし単純 昼の交代時間帯で担当者が撮影の途中で交代していて確認をしていなかった。また、申し送りも
撮影をしてしまった。フィルム整理時にもチェックを見落としフィルムを提出してしまった。後日部外 受けていなかった。
から指摘がありそこで初めて間違いである事に気づき再度患者に来室して頂き断層撮影検査を
実施した。
右膝関節撮影時、別の患者の付帯情報が添付されてしまった。フィルム整理時に発見され、修正 確認不足
し再出力した。
右肘２ＲでＲのマークを左側に貼って撮影、出力フィルムに書き換えて提出。
確認不足
右麻痺のある患者。ナースコールで訪室すると、患者はトイレに行きたいと面会中の家族に言い、 家族指導をしているが,家族の理解が十分でなかった
家族が端坐位をとらせ立ち上がる際、患者さんの足元が滑り、しゃがむように転倒していた。家族
には、介護指導は行っていたが、家族のみのトランス介助は許可されておらず、トイレ誘導などは
ナースコールを押すように伝えてあった。
右麻痺の患者。杖歩行で部屋に入ろうとして転んだと同室者よりナースコールあり。患者は同室 説明不足（患者指導）
者の歩行器の前で横たわっていた。打撲部位を確認。バイタル測定後主治医に報告。
右腕神経叢ブロックの手技の誤り
針が深く入ってしまった
運転ボタンをおしたつもりで、実際に運転が入っているのを確認しないで次の作業にうつってしま アルブミンを入れなくてはいけなく、早くしなければいけないと思いあせっていたので本当に運転
い、30分血液ポンプだけが回っていました。それで慌ててしまいエホチールをいれるのを忘れてし がはいっているのかを確認しませんでした。
まいました
栄養チューブを自己抜去していた。30分前に巡視時、睡眠中であり患者の両手の位置を確認しな 観察のポイントについて共通認識されていなかった。
かった。「眠っているから大丈夫抜かれないと思った」
栄養チューブを抜去しており、病室が汚れていた。
患者状態の確認不備、栄養本体の設置位置に問題
栄養科から患者の夕食が入ったまま配膳車が戻っていると連絡あり、配膳忘れに気づいた。
栄養剤を使用してる患者に対して、薬剤師が準備しているのだが、医師の指示なしに準備を1週
間ほどしていた。本来必要な患者のため準備したことに関しては問題はないのだが、医師の指示
なしにしていたことに問題あり。

配膳車を戻す前の確認が誰が・いつと決まっていなかった。
栄養剤の準備に関して、ある程度の処方箋の確認で、1日に必要な本数分を準備していた。今
回、医師の指示が臨時で必要だったため、この処方箋がきていないのに準備をしていた。このた
め、処方がでているのだろうと、他の職員も思ってしまい、1週間後に気付くことになってしまった。

栄養剤投与量の変更指示が出ていたが、見落とし準備薬をそのまま投与してしまった。

申送り時に変更指示の確認をしたが、日曜日と月曜日の記載を見誤りおきてしまった。指示箋の
記載内容に不備。看護師の思い込み。
栄養注入開始し１０分後に訪室すると２０ｃｍほど自己抜去していた。
注入開始時栄養チューブの固定はしかりされており、今までに自己抜去することはなかったので
安心していた。
栄養注入時処方を確認せずにセットされていた、ヴィーン３Ｇを注入した。翌日別の職員が更新時 薬剤からの払い出しそのものが間違っていた。払い出された後の確認不足。施行時に名前のみ
間違いに気付き発覚した。
確認し大丈夫と思い込んで確認を怠った。輸液ではなく、注入だからと言った安易な気持ちがあっ
た。
A○○○様のカリユニ点眼を同室のA△△△様に渡してしまった。翌日他の看護師が、永井○○ 患者に点眼薬を渡す際に、フルネームでの確認行わなかった。 患者様に薬袋の名前の確認な
○様に点眼が届いているか確認したところまだ永井○○○様の手元に届いておらず、A△△△様 どをしなかった。
のところを確認すると、カリユニ点眼が置いてあるのを発見した。患者様に点眼されることはな
かった。
永久気管孔を造設している患者の吸引を行おうとしたら気管孔の近くにご飯粒が付着していた。 食事介助中にご飯粒が付着したものと思われる。保護しているガーゼがテープで固定されておら
保護しているガーゼがテープで固定されておらず、ずれていた。
ず、ずれていたために落ちたご飯粒が気管孔の近くに付着してしまった。
液体クリーナーをトイレから持っていき鞄に入れていたと同室者から連絡があり、本人に確認した 掃除をした後洗剤を置き忘れた。よく鬱状態であったが観察が不十分であった。
が覚えていないと返答。トイレに洗剤があるところから戻したと可能性が考えられる。
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改善策
尿道口、尿の性状観察しシリコンバルーン14Fr再挿入。管を足元から通すようにした。頻回な訪室
をする。
4点柵の施行。付添時、患者の側を離れる場合はナースコールするように指導。

蛇行に対しロングシースを用いる
「家に帰る」などの発言あり、今にも起き上がりそうであり、安静の必要説明するも守れそうに無い
為、Dr指示あり、両手抑制することとする。排液ドレーン、バルンドレーン、下肢にテープにて固定
する。30分から1時間ごとには、訪室する。部屋 にいるときは、抑制ははずすようにする。本人の
訴えをよくきく。

左側ベット柵固定。ベット柵４点とし、全部固定とする。
定期の巡視以外にも訪室していたにもかかわらず今回のようなことが起きてしまったいるので必
要最低限での抑制をさせて頂く。

誰かが必ず観察できるような体制を検討する。
・化学療法後などで、身体的・肉体的負担が大きいと予測される場合は、自己管理できると予想さ
れるケース「も、説明を十分に行なう、錠剤は一回与薬量に裁断しておくなどの配慮を行なう。

看護師が測定介助をする。 老朽化された古い、狭い廊下に医療器具が所狭しと置いてあり、患
者の安全確保に問題があるが、出来る限りの整理整頓をする。
確認作業を怠らない事。また、今回は受付時から撮影、フィルム確認の時まですべてで見落として
撮影が実施されてしまった。検査箋のチェックのシステムを皆をすべきであると思われるので検討
していく事にする。
送信時の確認
確認作業の徹底
再度、患者、家族への指導の徹底。

麻痺の患者の歩行についての患者説明（指導）を確実にする→必ず靴を履く 環境整備
患者観察をよく実施すべきであった。合併症をよく踏まえて実施すべきだった。
運転を入れたらパイロットランプが緑色になっているかを確認します透析中に入る薬がないかもう
一度確認します
観察のポイントを共通認識する。
患者本人の視野、行動範囲内に入らないように設置位置を変更。 痴呆状況を確認し、抑制の実
施について検討
配膳後と配膳車を戻す前の確認を看護助手が必ず行う。
処方箋できた内容を別紙にまとめて書き直し、準備をする際の確認に使用することにした。

日付等の記載については、明確に行い。申送り時は記載内容、口頭伝達を正確に行うよう指導
術後２日目でせん妄状態は軽度あり、患者の四肢の動き等を細かく観察する。患者との意志疎通
をはかり訪室を多し危険行為がある場合は早めに対応する。
思い込まず必ず示唆呼称確認にて処方箋と照らし合わせをする。薬剤科から払い出された後病
棟で示唆呼称確認にて処方箋と照らし合わせを行う。
薬を手渡す際にフルネームで確認するというマニュアルを守る。

ご飯粒を吸い込んで誤嚥する危険性もあり注意が必要。ガーゼはずれないようにテープで固定し
気管孔を安全に保護する。
掃除を終了した後、洗剤の本数を確認し病棟には置かないことを再度清掃業者担当に指導する。
環境の点検をする。患者の状態を細かく観察する。
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具体的内容
駅までの送迎バス運転手に途中で患者を乗せるよう伝えていたが忘れてしまい、再度患者から連
絡あり迎えに行った。
延長チューブか切れて、血液がもどっていた。ルートをひっぱったり、折れ曲げたりはしていない。
ルートも交換をした。８月にも同様のことがあった。
延長チューブと３方活栓を追加で接続した。３方活栓の向きを間違え、閉塞アラームがなった。家
族から３方活栓の向きが違っていることを指摘された。
遠近両用眼鏡の処方を希望された。遠近両用であれば遠用度数の処方も渡さなければならな
かったが、近用眼鏡処方と思い込み近用度数の処方のみ渡してしまった。眼鏡店より連絡あり気
づく。
遠心処理していけない検体を遠心してしまった。
塩モヒを持続的に投与している患者が夕方より、意識レベルが低下し，家族の希望により Drに報
告し、痛みコントロールの為，塩モヒ投与を中止していた。その後、家族とDrが話し合い、塩モヒを
０．３／Hで開始となり、シリンジポンプの電源を押したが、三方活栓が閉じたままになっており、4
時間後，閉塞アラームがなり、他の看護師により発見された。患者は痛み増強無く，レベルもしっ
かりしており、特に処置せず、そのまま様子見た。
塩化ナトリウム１．５ｇ/分３のところ、分１でまいてしまった、

口頭指示だったので、忘れてしまった。

背景・要因

改善策
メモで指示をきちんと伝える。 また、メモはハンドルの近くに貼って指示を忘れないようにする

延長チューブの問題が何らかあったとおもわれる。

メーカーに現物を渡し、調査依頼中。 在庫分を、新しいロット番号に入れ替えした。

３方活栓の使用

ルートをシュアプラグのルートに変更

今年○月に遠近両用眼鏡を作り替えられていた。確認の際「近用眼鏡希望」と言われたことから、
近用眼鏡を作成すると解釈した。確認の際念押しが足りなかったと思われる。患者の話をよく聞き
処方を希望される眼鏡を再度確認する。
確認不足
シリンジポンプの作動のみに気がとられており、ルートの確認が出来ていなかった。

謝罪をし、来院していただくようお願いしたが、眼鏡作成を急がれ来院を拒否。○月の度数にて眼
鏡の処方を希望された。この旨Ｄｒに伝え確認したのち、電話にて５月の遠用度数を伝え眼鏡の処
方をお願いした。
教育をしっかり行う
点滴をつなぐ時は，ルートの指先確認を必ずし，確実に薬剤が投与されているかつないだ後，確
認する。精神的にあせらず、落ち着かせる。

塩化ナトリウムが外用３回だと分３ではなく、１日分ごとのまいてしまうことを忘れ、分包し終わった 包数の確認徹底。 塩化ナトリウム外用の場合注意を払う。
包数も７日分で７包であると思い込んでいた。
塩酸モルヒネ３０ml混入されているＩＶＨアミノトリパ１号８５０ｍｇを２４時間で施行するところを２時 用法用量誤り。 患者管理不十分。
患者の状態把握と判断力の向上。 輸液ポンプを使用する。
間で終了させてしまった。
塩酸モルヒネを使用中の患者に希望でひもを渡し、数分後に様子を見に行くと首にひもを巻きつ ターミナルで精神不安な患者の、精神的援助のシステムがなく個々の対応に任せられている。
危険なものを注意してそばにおかないようにした。
けベッド柵にしばり首吊りをしようとしていた。
塩酸モルヒネを持続注射している患者で数日前より落ち着きが無く、時々不穏があった為、詰所 このときの患者の状態は落ち着いていたので常に追いかけて観察している必要は無いと思いしな 塩酸モルヒネの副作用を熟知し、症状に対して連携しあって見守りをする。その方に合わせたター
前の病室に転室して観察していた。不穏状態もあまり無く、落ち着きを取り戻し、夜間も自由にトイ かった。
ミナルの援助をしていく。
レ等へ歩行。このときもトイレへ行ったことを確認していたが、その後他の病棟へ行っていた。患者
本人には記憶が無い。
汚物庫に職員用のシーツが袋の外に置かれていた。
提出場所を間違えたと思われる。汚れ物が所定以外の袋に入っているとの指摘が以前からあっ わからない場合は、忙しくても確認する。汚物庫に何を置くのか徹底する。
た。徹底をはかられていなかった。
妻からナースコールあり、病室内のトイレで倒れたと知らせがあった。患者様は力が抜けて倒れて 観察不足
トイレに行く時は必ず誰かが付き添っていくようにする。排泄時はナースコールする。
しまったと言われた。
妻と一緒に車椅子で散歩に出かけられたが、外来から病棟に「正面玄関を出たところで患者様が 説明不足
車椅子には深く腰掛けていただくことと、移動中は動かないように説明した。、家族の方にも移動
転倒したので、すぐに来て下さい」と連絡あり。行くと、バスターミナルの所で車椅子からずり落ち
中は体の位置などの観察をお願いした。
たとのことで、地面に座っていた。
横たわるような感じで足先が見え訪室すると床に横になっていた。トイレに行こうとしたとの事。右 本人の理解力がない
動くときは必ずナースコールするようせつめいする。
頬発赤と痛みあり右手背・前腕の痛みあり。運動状態問題なし整形医師に見ていただき様子観察
となる
黄染が軽度出現した児に対してＴ-Ｂｉｌを採血するつもりがＴＰで入力してしまった。
確認不十分。
入力後に指示カードを確認する。
温シップ剤の処方を、間違って冷シップ剤で処方してしまった。
処方箋の読み違い。
繰り返し確認をする。
温度プローベがはずれ。人工呼吸器の低圧アラームと加温加湿器のアラームがなった。アラーム １９：００に呼吸器を試用開始したときはアラームの異常は無かった。接続部の緩みの点検が不十 各接続部の確実な接続確認。
が鳴っていることを同室の患者からのナースコールで知って訪室し外れていることを発見した。
分であった。
温度板、血糖チェック表には、患者名が記載されていたが入院指示表の記載はなかった。
入院指示票と温度板の重複確認をしなかった。
主治医に報告し、様子観察となった。重複確認した上で、業務内容についてリーダーと声を掛け合
う。
音がしたため訪室するとベットサイドに座り込んでいるのを発見する
痴呆があり説明してもブザーを押すことができず１-２時間ごとにトイレに行くために一人で起き上 起き上がるのはトイレにいくときなので患者がトイレを済ませてから休憩をするべきであった。目が
がりトイレに行こうとする。４柵してあり柵を乗り越える為３柵のみ紐で縛り１柵ははずせるように 届くように承諾を得てデイルームへベットを移動させていただくようにする。部屋のベットの位置を
なっていた。休憩中に発生した事故であった
廊下がわにするように日勤の人に依頼した。
音がしたので、廊下をみると患者様が転倒されていた。
観察不足
きちんと観察する
音がしたので急行。廊下で仰向きに転倒されていたトイレに行こうと思った由、意識清明、左膝打 トイレ移動時のコール忘れ
撲したがほかは打ってないとの事。ベッドに即移動し臥床して頂く。当直医診察依頼、様子観察の
指示、一般状態変化無く経過。Ｔ３７．３Ｃ熱発あった
音がした為廊下に出ると廊下に座位で座り込んでいる。
抗精神薬の影響。長時間じっとしていられない気質。コールは使用しない。センサーが鳴らなかっ ベットから床マットに変える。
た。
下血にて絶食、点滴治療を施行されていたが、４日昼より食事が開始となっていた。点滴も持続点 ４日の準夜と日勤の交代時、日勤の担当看護師からは「内服は明日より開始と知っているようで、 ５日の準夜のチーム看護師は主治医に電話で報告。５日は内服不要、６日より内服再開との口頭
滴は中止となったが、４日の夕方まではオメプラールの注射は施行、内服は５日の朝からテノーミ 引き出しになおしてありました。」との申し送りあり。 ４日の準夜チーム看護師は３日に５日からの 指示を受ける。 薬袋を一旦回収し、６日の朝、薬袋を渡すように計画した。 薬袋を患者に渡すと
ン、ガスター、ディオバンが開始予定であった。 ４日の夕方の時点で、４日の日勤担当看護師が 内服開始の指示を受けている。その旨は患者に説明したが、薬は翌日（４日）薬剤部から払い出 きは、薬剤を提示し、説明。また、患者の説明に対する認識の確認をする。 新しく、開始される薬
すでに患者のもとにあった薬袋を見せ、翌日（５日）からの内服開始を伝え、理解の言葉を得た。 しされるので、カーデックスには５日より内服開始の薬があると記載していた。 患者には４日の日 はその勤務帯で確実に内服できているか、内服方法や薬効等を患者に確認する。 新しい薬が開
４日夕方の準夜のフリー看護師がオメプラールの靜注を行いに行った際、患者本人より「内服して 勤担当看護師以外の看護師により手渡されている。（患者へ薬袋を渡すとき、どのような説明がな 始される時は早い時期に服薬指導を計画する。
いるため、注射はないと思うが・・・」との言葉があった。 準夜のフリー看護師から連絡を受けた されたのか不明である。、患者の理解がどの程度だったのかは不明） 患者の説明に対する認識
チームの準夜看護師が患者のもとを訪れ、内服薬の確認をする。５日の朝から開始のはずであっ の確認不足や看護師の説明不足が考えられる。 ４日の日勤担当看護師は薬袋のみの確認しか
たテノーミン０．５Ｔ、ガスターＤ１Ｔ、ディオバン１Ｔを患者は昼と夕の食後に内服していたことが分 行わなかった。また、オメプラールの注射が夕方にもあることを伝えなかった。
かる。 本来ならば朝１回の内服であったが、２倍量内服していたことになり、血圧を測るといつも
より低めで、ＨＲも安静時、５０ー６０台と、いつもより少なかった。
下血にて夜間帯に即入院となった患者。ＢＰ下降、尿量減少にて、自動血圧計、心電図モニター、Ｉ 患者観察の不備。重篤な状況下では患者自体がパニックに陥る
患者急変時の観察の強化を指導
ＶＨ挿入、ＭＡＰ施行されていたが、意識は清明であった。ＡＭ５時３０分まで危険行動見られな
かったが、ＡＭ６時、患者観察に行くと、ＩＶＨが自己抜去されていた。
下血精査で入院。既往歴にAMIありもともとワーファリン等内服していた為、ヘパリンを２ｍｌ/時間 ・シリンジポンプから留置針までのルートの長さが１ｍしかなく、シリンジポンプを固定してある点 ・ルートを長くし、体動時引っ張られないようにする。 ・ヘパリン持続投与中であることを再度説明
でシリンジポンプで持続投与していた。３時３０分ナースコールあり、訪室すると留置針が抜けてい 滴架台が左腕の反対側にあったためトイレに起きた際、抜けてしまった。（患者がベットの反対を し、トイレなどで動く際は注意してもらう。
るようだといわれる。トイレをされた後であり、左腕正中に挿入していた留置針が抜けていた。シー 向いて寝ていた） ・入院後初めてレンドルミン内服されており、眠剤のためトイレに起きた際、留
ツ、パジャマの袖に少量出血あり。すでに止血していた。新たに留置針を挿入しなおす。
置針に注意していなかった。
下行結腸癌による腸閉塞により小腸切除、横行結腸人工肛門、腹水細胞診を施行した６９歳の患 注射カードを確認したことのみで安心してしまい、本人のところまで注射カードを持っていかなかっ 注射カードは本人のベットサイドまで持参し、名前・量・方法・時間・薬剤を確認する。 ひとつの薬
者であり、事象発生時ＮＰＯにてポータブルトイレ使用、病棟内は自由に歩行練習しており、医療 た。 他の患者の点滴をひとつのトレイに用意していた。 １０分という短い時間で、余裕のない時 剤につきひとつのトレイで用意する。 薬を取り出した時、調剤前後、投与前にしっかりと確認す
者とのコミュニケーションも良好であった。 抹消留置中（ソルデム３Ａとカコージン３Ｇ滴下） ８：２ に急いで与薬を施行した。
る。 患者本人に氏名をフルネームで名乗ってもらい注射カード、薬の照合する。 時間に余裕の
０にフサン１０ミリリットル＋５％グルコース１００ミリリットルとガスター２０ミリリットル＋生食２０ミリ
ない時は慌てて処置等を施行しない。
リットルを処置台に用意し、患者氏名・薬内容をその場で注射ノートで確認し、同じ薬剤をトレイひ
とつでまとめていた。 朝の申し送り時までに１０分程度時間を残していたため急いで処置したとこ
ろ、処置台に準備した薬剤を確認済であると思い込み患者に施行した。 ８：３０に巡診中の医師
が、他の患者に施行する予定のフサンが滴下されていることに気づく。
下剤とガスターが１包化されていた。患者が下剤は要らないと言われたのでガスターも服用しても 確認不足 思い込み うっかり忘れ
１包化されている薬は内容までしっかり確認して与薬や中止にする。
らうことを忘れた。
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具体的内容
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5320
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5323
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5325

下剤の就寝前渡し忘れ。
下剤を夕食後につけるべきを寝る前いつけていた。患者が、いつもと数が違うとおっしゃり、間違
いに気付いた。
下剤を夕食後に投与すべきを、寝る前投与で調剤してあったのを監査で見逃した。
下肢からフットポンプを使用中輸血を開始したが手術後にもれていたため入った量が不明

背景・要因
指示があることは知っていた。処置表、検温表にも記載なし。
下剤は寝る前服用という思い込みがあり、鑑査したためと思われる。

下剤は、寝る前投与が多いので、寝る前と思い込んでいた。
術野の下になるため術中は確認出来ない。手術前にポンプをつけて輸液の入るのを確認したが
時間の経過とともに接続部がゆるんできたことが原因か。
下肢の筋力低下している患者であり 以前も便意でトイレへ行こうとして床に坐り込んだりしていた 排尿パターン把握不足 環境整備が不十分だった ４点柵は危険だと理解していたが直せてい
ことがあったが 最近はほとんどオムツに失禁であった ２１時訪室すると ベッド横の安全マット なかった 人員不足
の上に坐りこんでおり おしっこで濡れたから着替えようとした と オムツをはずしてたたんで置い
てあり ズボンを少し下げている状態であった ベッドは夕食時にオーバーテーブルをはめるた
めに ４点柵にしてあったままであり 柵から乗り越えたのか問うと 柵を持ってちゃんと下りた と
足側から 回り込んで降りた様子 外傷 疼痛なく血圧１３０／７０と夕方変化なし
当直医コー
ルし診察受けるがレベル変化ない為 様子観察となる
下肢の骨接合術の外回り看護師を担当していた。手洗いを終えた医師が入室し、手袋を出すよう 術前に手術を担当する医師が明確になっていないため、手術時に手袋を出すことが多い。清潔物
要求があった。器械台の横で開封し、清潔医師に手渡したところ、手袋が外袋に引っかかり、器械 品を手渡す際に『渡す側』『受け取り側』がお互いに慎重に行わないと不潔の外袋が引っかかって
台の上に落下し、器械が不潔になってしまった。
清潔野に入ってしまう可能性がある。同じ手術名であっても患者によって必要物品が異なる。
下肢の脱力があるが、歩行可能でありトイレの際に手つなぎで自室トイレまで行き、終わったら
ナースコールを押すよう説明し、退室した。トイレよりナースコールがあり、すぐに訪室するも、すで
にトイレから出てきており、トイレの入り口で、壁伝いにしゃがみこんでしまう。その際、打撲などな
し。看護師2人で立ち上がり、手つなぎと臀部を支えながら歩いてベッドへ戻る。
下肢の痛みを訴えられ、いつも車いすにて移動介助をしている患者をトイレまで移動介助し、フット
レフトはあがっていることを確認し、便座までの移動を見守り、排泄中はその場を離れた。 看護
師は他患者の食事に付きそっており、他患者をトイレまで歩行介助すると、車いすのフットレフトは
さがっており、フットレフトに足をひっかけた状態でトイレの床に腹臥位になっている患者を発見。
バイタル著変なし。両膝に痛みと発赤みられ、湿布を貼る。患者は排泄後に転んだが、どのように
転んだか覚えていない、と話される。
下肢の痺れを軽減するための前日から温枕が患者の足元に置いてあった。○月３日昼頃、前日
からの温枕をＣＷが交換し、両大腿に当てた。 患者がリハビリから帰り臥床してからも痺れを訴
える個所に温枕を当てた。１６時のオムツ交換時も温枕を当てたまま行った。その後、看護師が訪
室した際、患者から「熱い」と言われ発汗も著明であったため、確認すると両大腿に温枕をあてた
ままだった。 患者の左大腿外側から後部にかけて発赤が見られた。
下肢はベット上で、頭部と背部が床についた状態であった。看護師２人で患者をベットに戻した。
下肢筋力低下がある患者。就寝前には睡眠薬を服用している。看護スタッフは２時間ごとに排尿
を誘導していたが、２０時に一人でポータブルトイレを使用し、ベッドに戻るときに滑って転倒。物音
に気づいた準看護師が床に横たわっている患者を発見した。履物はスリッパを履いていた。
下肢筋力低下がある患者。普段は昼夜ともトイレ歩行をしていたが、転倒の危険度が？と高く、夜
間はポータブルトイレを使用するよう患者に説明していた。巡視に行った看護師が床に倒れている
患者を発見した。患者に経緯を聞くと同室者に気兼ねをして、トイレに行こうとしたが、ポータブルト
イレが邪魔だったため、動かそうとして転倒したとわかった。
下肢痛の訴えがあり。カルテの医師の指示表を確認せず、看護師が書いている経過記録に書か
れてあったボルタレン坐薬を使用する。翌日、主治医に報告したところ、ボルタレンは半分量に指
示変更したとの事で、倍量を使用したことが発覚。（医師の指示変更は口頭であり、カルテ記載が
なかった）
下肢疼痛の訴えあり、アナムネ見ずに当直医に指示仰ぎ、ボルタレン坐薬25ｍｇを１個使用、その
後すぐに排便あり、別の薬を使用することになる。深夜へ申し送りの際、ボルタレンで顔がむくむ
事あること指摘され、アナムネ用紙の禁忌欄にボルタレン坐薬のことが書いてあること確認する。
すぐ当直医へ報告するが処置不要であった。むくみもその後なく経過する。
下垂体腺腫の患者にデカドロン内服投与されていた。OP後内服中止の指示が出され、当日中止
の予定であった。しかし内服薬がカートより引き上げられておらず、翌日朝まで続行していた。翌
日朝食後与薬後、処方切れで指示を受ける際に、中止となっていたことに気がついた。
下膳しようと病室を訪れると車椅子ごと倒れている所発見する
下膳トレイの中にカバーのついた針が混入していた。針刺し事故はないが汚染に関しては不明。

各服用時間の服用薬剤数を再度確認する。
下肢でしか末梢ラインが確保出来ない場合フットポンプをどうするかをリスクマネージャーに相談し
対応策を医師と決めた。患者はそけいからラインをとり輸血の残りを入れた。
３点柵へ変更

不潔になった機械を交換する際は、すべての機器を交換し、清潔な特殊機器があれば交換した機
器に移す。手袋など清潔物品を出すときは、出す側・受け取る側がお互いに慎重に行う。

患者が下肢脱力があることは認知していたが、ナースコールを押すよう説明することで大丈夫とい トイレへ行くたびにナースコールを押して、看護師が来るまでは動かず、座って待っていただくよう
う思いがあった。
に説明する。場合によっては、看護師の訪室までに時間を要すことがあるが、必ずくるので待って
いただくよう説明する。また、ナースコールにはできるだけ早く対応するように心がける。
いつも自己にて車いすと便座を移動していたので、大丈夫だと思った。 患者はフットレフトをあげ その日の体調や歩行状況を観察し、排泄中も付きそう。もしくは、移動する前にナースコールを押
なかったり、ブレーキをかけずに移動してしまうことが今までに何度もあった。 転倒の既往があ してもらうよう、説明するべきだった。
り、最近歩行状態が不安定であった。

これまで、温枕を使用する際は患者の体から離して使用していたが、今回は少し温度を下げて作 本人：温枕を使用する際は、例え温度を下げて作成したとしても直接患者の身体には当てない。
成したため直接患者の身体に当てたまま放置してしまった。又、低温火傷に対する知識不足を不 自分が行ったケアは放置せず、必ず確認する。 所属部署日常生活の援助技術について、知識と
注意が原因と思う。
事故防止のポイントが理解できるよう勉強会を行う。 「低温火傷」については情報を整理し再学
習する。
患者はポータブルトイレを使用しようと自力移動を試みた様子であった。

当直医に上申し、頭部ＣＴを施行。異常所見はなかった。トイレ使用の際は必ず看護師を呼ぶよう
に、患者に伝えた。患者の行動から目を離さないようにする。
患者は睡眠剤を服用していること、下肢筋力の低下があること、日頃から看護スタッフに声をかけ 患者に、見守りや介助をすることで転倒のリスクを回避できることを、看護スタッフとＰＴは理解が
ずに一人でポータブルトイレを使用していること、履物のスリッパが滑りやすいことなど、転倒のリ 得られるまで説明する。また、転倒が及ぼす影響、転倒を避ける為に変えたほうがいいことも指導
スクが高い患者だった。準看護師は、２時間毎に排尿の誘導を行っていたが、患者は頻尿であ
していく。履物は滑りにくいものに変えるよう指導する。看護スタッフは、患者の排尿間隔に合わせ
り、それ以外にも一人で排尿をしていた。看護スタッフが排泄の際にはナースコールをするように た排尿介助を行う。看護スタッフと患者の信頼関係を構築し、排尿時患者が遠慮なくスタッフに声
患者に説明しても、患者が一人でポータブルトイレを使用してしまうこと。
をかけられるようにする。
患者は室内で排泄することに心理的抵抗があった。また、同室者に遠慮をした。患者の転倒危険 患者に自身の転倒危険度を理解してもらうよう、看護師や医師、理学療法士は説明をし、納得して
度は？と高く、転倒の危険性が高かった。看護師のポータブルトイレの位置を患者と相談して決め もらう。看護師は患者の環境整備を行う時、患者の意見をきちんと聞く。
なかった。看護師は、患者に転倒転落の危険度を患者にわかってもらうように説明をしていなかっ
た。患者も自身の転倒転落危険度を理解していなかった。
・薬剤の使用時は、指示表を確認することを怠った。（使用されている薬剤が＝医師の指示内容と ・薬剤使用時などは、医師の指示表を確認する。・口頭指示ではなく、カルテ記載が基本というマ
の認識）・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ニュアルの徹底
当直医に指示あおぐ時、禁忌が何であるかをチェックし当直医に情報提供しなければ行けないは アナムネ用紙に、情報が全て書いてあるので必ず見てから指示をあおぐ。
ずが、慌てて見ずに指示をあおいでしまった。
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・指示を受けたら指示簿にサインする際、責任を持って指示の処 理を確認する。 ・薬剤に関す
点
る指示は、病棟薬剤師へも協力を依頼する。

ナースコールを押そうと思ったが体が左側に傾き転倒する
感染性廃棄物の可能性のあるものが食器と共に下膳された（衛生上の問題） トレーに針がある
ことに気付かず、洗浄器に入れば針刺し事故に繋がる
下膳時副食に毛髪らしき物が入っていたと患者から調理師に指摘あり、職場で分析した結果、腕 混入経路は調理か盛りつけ時点と考えられる。始業時白衣の点検は強化している、手荒いに問
の体毛ではないかと判断。
題がある可能性あり。
下腿撮影において、プレートサイズを確定するのに患者にあわせてか決めようとしたため会計伝 確認不足
票にフィルム枚数を記入際忘れた。フィルム整理時に発見記入した。
下腿撮影時、診療科の入力を間違えて入力してしまった。フィルム整理時に発見されフィルム上で 撮影部位によって診療科の思いこみがある
書き直し提出した。
下部消化管内視鏡検査予定で入院したが、前処置してあるにもかかわらず検査医師に連絡がい 検査予定情報の伝達経路が明確でなかった。
かなかった。別の医師に検査施行してもらった。
下部内視鏡検査の際、組織を4個生検した。1つの検体を1つのろ紙に貼り付け、ろ紙を二つ折り 配属後間もない為、検体採取時のろ紙への貼り付けの際の技術的な未熟さ及び、検体を固定す
にし1個のホルマリン容器に4つの検体を固定した。しかし、病理検査の際２つの検体がろ紙から る際のろ紙の取り扱い方法に問題があると思われる。
剥がれ落ちていた。そのため、剥がれ落ちた検体は、採取した臓器の部位と検体が一致しない
為、検査結果が不明瞭な結果となってしまった。
下部内視鏡検査前に血圧測定を行い、２０４／１１７mmHgと高い患者の情報を同僚看護師及び
医師に十分に伝達しないで、大丈夫と判断して下剤を飲ませた。結果的には患者には影響はな
かった。
下痢による脱水から腎前性腎不全、リニアック開始による腫瘍細胞崩壊による腎不全の恐れあ
り。点滴内容が変更になった。Ｋの上昇もあり。ＳＴ４＋メイロンの指示であったが、ソルデム３Ａ＋
メイロンを患者に投与してしまった。約２時間後、指示を出した医師が点滴が間違っていることに
気づき、すぐに正しいものへ変更した。Ｖ・Ｓ著変無し。翌日の採血ではＫ低下していた。

改善策
１．処置表等への記載 ２．リーダーの指摘 ３．患者へ話しておく、または主治医より話す。詰め
所ヘ取りに来てもらう（歩行可能）
思い込みをしない。確認をする。

・高血圧の患者への下剤投与はリスクがある事の理解。

訪床を密にし体位を整え身の回りの環境整備をする
関係者への感染性廃棄物の取り扱いの教育徹底 １患者１トレーで準備、使用後のかたづけを徹
底する。
始業時の洗浄の際肘まで完全にブラシ洗浄を追加する。
伝票記入の確認
入力時の確認
検査手順をみなおして連絡に遺漏がないようにした。
現在まで1検体1ろ紙で複数の検体をホルマリン容器に固定してきた方法でこのようなインシデント
はほとんどなかった。今回、同一者によるケースが2例続いた。経験年数による技術の未熟さも要
因として考えられるが、検体管理の方法にも検討が必要である。他施設では、1検体1容器の方法
を取り入れている施設もある。コストなどの問題もある為、今後1部位1容器など検討が必要と思わ
れる。
・高血圧の患者に対する下剤の投与のリスクについて教育すると共に、その対応も指導する。

腫瘍細胞の崩壊は医師にきき把握していたが、Ｋ上昇医していることの把握ができていなかった。 指示受けをする際は、必ず、ワークシート注射箋と注射薬を照らし合わせを声だし確認も行う。患
医師から指示をうけたとき、慌てており、指示を黙読したのみで、注射箋を確認せず思い込みで注 者の状態を把握した上で投与する。基本を怠らない。
射を準備してしまったったのが原因。
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具体的内容
化学療法（タキソール）の際、開始後30分後に点滴漏れに気づいた。
化学療法10日目。２週間前から血圧上昇、本日浮腫の増強と体重5.5Kg増量があり、心不全の悪
化と考えられ、内服薬が追加された。追加された処方１＝ブロプレス(4)１錠、ラシックス(20)１錠、
アルダクトンＡ(25)１錠の開始は、翌朝からのところを、本日患者に与薬した。

背景・要因
新人等の院内事故防止教育の問題点
心不全症状の悪化から、開始日が翌日である可能性を考えもしなかったため、処方箋全体の処
方日「○月3日」を見て、本日開始と思いこんだ。処方箋にはもう一種類の処方２＝アイトロール２
錠分２があり、こちらは本日夕からの開始の指示であった。カルテには「○／3心不全の処方あり」
と記載されているが、開始日は書かれていなかった。
化学療法4日目の患者のメインボトル500mlにビタミン500？を混注する予定が、忘れており、メイン 業務手順、ルール、チェックの問題。基本的にビタミン剤は冷所保存であるため、開始直前に冷所
ボトル350mlになった時点で追加した。 患者への影響は、気づかなければビタミン量の不足に繋 から出し準備するようにルールはなっている。しかし、今回新人Nsであった事や、表示方法の問題
がる可能性あり
（小さかった）があった。
化学療法７クール目。13時にバイタル測定を行い輸液開始した。次の点滴更新時、主治医のミキ 訪室時、滴下数、残量を確認する。 IVHからの化学療法であれば、輸液ポンプを使用する。医師
シングが遅くクレンメを閉じていた。アイソボリン350mgと生食500mlが主治医により更新されてお の滴下数の確認不足と看護師との連携不足
り、その後訪室時滴下が少し早いと感じたが、そのままにしていた。15時前に確認しに行くと残量
170mlとまだ早かったため、滴下数を40滴に合わせた。主治医が5FUをivしにいくと、残量70mlと
なっていた。
化学療法で、抗がん剤（タキソール）265mlを125ml／Hで2時間でいかないといけないところ、点滴 ・医療・歯科医療用具（機器）・医療材料の採用や保守・管理の問題点
ポンプの操作間違いで265ml／Hで開始した。開始後30分で気がついたが、既に132mlが流れてい
た。血圧166／86mmHg、全身倦怠感の訴えがあった。
化学療法の指示うけをした際、検査入力のいらいをクラークにするのを、忘れたため化療後の検 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
査が出来なかった。
化学療法の指示にキロサイド４０ｍｇがあり、これに対しキロサイド４００ｍｇを補給した。看護師が ・薬剤師の確認不足 ・他の業務と重なりまた、看護師を待たせてはいけないとあせり間違った ・
チェックの際間違いに気がつき交換した
キロサイドは規格がたくさん有り、知識不足であった
化学療法の準備の際に、点滴ルートをポンプ用のものではなく、普通の点滴ルートにつなげてしま 化学療法の点滴を準備している時に、すでに医師が病棟にあがってきていたため、急いで準備し
い、そのためポンプが作動せず、化学療法を開始できなかった。
ようと焦っていた。
化学療法の準備中、「生食２０ｍｌ＋オンコビン１ｍｌ」のところを、生食１００ｍｌで溶解したが施行前 １本目が生食１００ｍｌだったため、思い込んだ。
に気付いた。
化学療法の点滴中。『１、５％TZ，500ml、２、ラシックス１A側管…』と処方箋に書かれていた。１が ・新人等の院内事故防止教育の問題点・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
終了後２を施行しなければならないところ、１を接続後と同時に２を側注開始し半分注入したところ
で処方箋を見て間違いに気づく。医師の指示を仰ぎ、１が終了後、２の残り１/2Ａを実施する。
化学療法を行うために輸液ポンプをセットする際にポンプ用のセットを使用しなければならなかっ 確認不足
たが普通の点滴セットを使用してしまった。他の看護師と医師にＷチェックを受け、医師が点滴を
開始したが開始時には誰も気付かず１分後に注入状態を再確認した時に気付いた。約５ｍｌほど
入ったところでセットを交換した。
化学療法を実施している患者への制吐剤の点滴を間違って２日早く実施してしまった。 ダブル
・与薬マニュアル不遵守 ・化学療法に対する治療方法の理解不足
チェックした相手も気が付かなかった
化学療法を連日で実施していたが、その間に1日看護師の確認不足で実施しなかった。翌日の注 ・前日の看護師が薬剤部へ請求しなかったこと ・当日受け持ちの看護師が化学療法のことにつ
射準備をしていた看護師が気がついて医師へ報告する
いて認識がなかった ・医師も確認をしていない
化学療法後、吐気、嘔吐強くトイレ後入り口で倒れそうになったのを発見した。
化学療法時の日常生活援助と観察不足
化学療法後全身に発疹がありセレスタミンが４錠（朝２錠、夕２錠）で処方された。朝深夜看護師は カルテによる情報収集をしたいと思い薬の準備の際あせってしまった 与薬の際、薬袋に書いて
準備する際、１錠準備し、配薬する際も薬袋を確認したが気がつかづ１錠与薬した。 翌日他の看 ある薬品名を見ていたが十分認識できていない
護師が残薬をみて間違いが発覚した。
化学療法施行者の投与チェックを行なっていた際、○月12日当日の「リツキサン」投与予定者に、 担当医師が、投与指示を忘れてしまっていた。
当日の注射施行指示がないことに気付いた。
化学療法施行中の患者の点滴指示において、「オンコビン2g」と指示箋に記載有。通常の使用量 規格単位の確認をしていなかった。「2g」と書いてあっても「2mg」であろうという自己推定により確
は「mg」単位で使用していることから、主治医に確認したところ記載ミスで、正しい投与量は「2mg」 認していなかった。
であった。ただし、その前の週の指示箋も「2g」となっており、その際には薬剤科でもチェックしてお
らず、「2mg」でだしていた。
化学療法実施中の患者。○月２１日朝から内服開始予定のプレドニンが配薬されておらず、準夜 毎勤務ごとに専用カゴを見る習慣が徹底されていなかった。
看護師がナースステーション内の投薬用開始薬の専用カゴの中にあるのを発見し、配薬もれが発
覚する。当直医に指示を受け、朝昼分のプレドニン計１２錠を即投与した。患者に説明、異常なし。

改善策
タキソール開始後は、しばらく側を離れないようにする。
マニュアル遵守。カルテ指示欄にも、開始日を記載するよう医師に依頼する。

ラベルのダブルチェックを行う ラベル表示は赤で「冷所にあり」と表示を大きく記載する
点滴確認する際は、ルート滴下数、残量を必ず確認することが必要。

新人の場合、分からないことは必ず聞くようにする。声だし確認を行なう。個人的に医療機器の取
り扱いの説明を行なう。
業務手順の徹底
・キロサイドについての自己学習 ・祭日の請求で薬剤師は一人なので慎重に準備する ・できる
だけ祭日に化学療法の請求はされないよう医師へ協力してもらう
準備する段階で、間違いがないか最終確認を他のスタッフにもしてもらう。 輸液ポンプについて
学ぶ。
基本に忠実に行い、確認する。ダブルチェックを行う。
スタッフに、院内の化学療法のプロトコールを十分説明する。与薬時の確認原則の啓蒙。

開始前の確認を行う時はセットも必ず点検する。

・化学療法に対する看護師の役割について再学習 ・与薬マニュアル遵守の習慣づけ
受け持ちの看護師が治療内容について情報を得ておく 実施忘れの可能性もあるので注射伝票
の確認をする
吐気、嘔吐が強く食事摂取の少ない患者に対しての観察援助に注意する。
薬袋を確認する際、声だし確認をする
忘れずに確認すること。
自己判断をせず必ず医師に確認する。

カゴを見るのを忘れない方法はないか、チームで話し合いを持たせた。

化学療法実施中の患者が同室に2名いた。片方の患者は制吐剤を一本目に実施する予定、もう 化学療法は時間や方法が違うし、薬剤の毒性も強い。看護師一人で複数の化学療法の患者を受 複数でのオーダー確認と業務配分の見直し。
片方の患者は制吐剤は3本目にする患者であった。思い込んで3本目にする患者へ1本目に制吐 け持たせるのは業務配分としてやめさせる。
剤の点滴を実施。医師へ報告。実施されてしまったが患者への影響はなかった。しかし、人によっ
ては化学療法の副作用の吐き気が強くなる場合がある。
化学療法中であり白血球減少傾向であるため非加熱食は避けるように指示が口頭指示ででてい 申し送りで生ものは避けるように、と申し送りを受けたにもかかわらず、メモを残しておかず、梅干 口頭指示であっても、すぐにカーデックスなど誰が見てもわかるよう記録として残す
たが、夕食に梅干を要求され渡してしまった。
を渡してしまった。
化学療法中の患者。９時から生食２５０ｍｌとソルコート５０ｍｇが開始される。看護師は、ソルコート ステロイドは医師が混入すると思っていた。 初めて一人で準備したが、他の看護師に確認しな 化学療法に関しても、看護師間で注射薬のダブルチェックを行う。 新人に病棟での化学療法の
は医師が混入すると思い、準備しなかった。医師は、ソルコートが混入されていると思い生食２５０ かった。 化学療法は医師と看護師で注射のダブルチェックをするが、ステロイドはダブルチェック 準備の仕方を教育した。また、科や医師によっては初回のステロイドを医師が混入する場合もあ
ｍｌで点滴を開始した。点滴台にソルコートがあるのに他の看護師が気付き、医師に報告した。指 するシステムがない。
ることを説明した。
示で、次の生食１００ｍｌとザンタック１／２Ａ入りのボトルにソルコートを混入した。
化学療法中の患者にリンデロン４ｍｇ、朝服用の指示があり、看護師が朝患者に服用量を説明し ・患者の理解度の確認が不足 ・服用確認の不足
・患者の理解度に合った服用確認を実施。 ・服薬時の看護について再学習
配った。 その後に服用確認をしたところ、１錠（0.5ｍｇ）しか飲んでいなかったため再度説明をし
た。翌日の朝に当日の朝与薬担当になっていた看護師が服薬確認をすると昨日は１錠で今日は
８錠飲むのかと患者が確認をしたことで昨日の服用量の間違いが発覚した。
化学療法中の患者のタキソールと生食２５０ｍｌ投与を５％ＴＺ２５０ｍｌと混合していまった。
・取り出す時の確認不足 ・形状が似ていたためのエラー
・与薬手順の遵守
化学療法中の患者に１８時施行の生食１００ｍｌ＋リンデロン注２ｍｇ＋ラシックス０．５Ａと１９時施 確認不足
休憩に入る前と業務終了時には指示書を確認する事になってるのでその決まりを守る。
行の生食１００ｍｌ＋カイトリル３ｍｌ１Ａ＋プリンペラン１Ａを実施しなかった。翌日他看護師が発見
した。
化学療法当日。各食前に血糖測定をしてインスリンスライディングスケールを使用してインスリンコ ・院内に標準スケールがあるが、医師が使用せず独自のスケールで指示を出している。 ・病棟内 ・医師に判る指示内容を記載するよう依頼した。 ・院内で標準スケールを使用することを推進す
ントロールしていた。１７：３０の血糖値は３３０ｍｇ/ｄｌで、担当看護師がスケールに沿って、8単位 でさまざまなスケールが用いられ、煩雑である。 ・看護師は高血糖への認識が不足していた。 ・ る。 ・病棟内で高血糖に関して学習をする。 ・疑問が生じたときは確認する。 ・患者のサインを
のインスリンを実施した。指示箋の『３００≦ＢＳのみ２時間後に再検』の指示があり、１９：３０に再 医師が不明瞭な内容で指示した。 ・医師の指示内容について、看護師間の共通認識が無かっ 見逃さない。
検したとろころ、３９７ｍｇ/ｄｌであった。患者が『また注射だね』といったが、担当看護師は「あれ？」 た。 ・患者が『また注射だ』と言ったときに、患者や看護師に確認しなかった。
と思ったが行動を起こさず、深夜の看護師へ申し送った。『2時間後に再検してスライディングス
ケールでインスリン注射をする』という解釈であった
化学療法予定で７０ｍｇの指示を８０ｍｇを払い出しした。病棟看護師の注射準備中に発覚する。 業務手順の確認
薬剤部の監査の徹底
化療中の患者の点滴更新時，輸液ポンプのラインをロック解除し忘れそのまま時間設定だけを
１６時からの会議のため慌てており，更新だけをして次の点滴を依頼し会議にいってしまった。
会議時間が過ぎたことによるあせりがあり，ポンプの使い方のマニュアル通り施行しなかったた
し，その場を離れ１５分後訪室をすると滴下しておらず，ライン閉塞にてさしかえることとなり，患者
め，急いでいるとこそおちついてマニュアル通り行うよう心がける。
に負担となってしまった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
何度もベッドから起き上がり、ベッド柵を乗り越えようとしていた為、ベッドごとナースステーションで 検温時にベッド柵を外してそのままにしてしまった。 患者の観察が十分に行えていなかった。
患者の側を離れるときは必ずベッド柵をして、危険がないことを確認してから次の動作に移動す
過ごしていただいていた。検温をする為、柵を外し臥床してもらった。検温時うとうとしていたため、
る。
看護師は他の作業を行っていた。その際に、ベッドから起き上がろうとして、転げ落ちるようにして
転落してしまった。
何度も転倒既往のある患者。ナースコールセンサーマットとウーゴ君を設置していた。ウーゴ君は 患者要因
ナースコールマットとウーゴ君の設置を検討｡新プラン策定。
上手にはずすため、布団に設置していたところ、移動時にセンサーならず、床に降りた際、ナース
コールマットが鳴った。訪室すると床に倒れていた。何をしようとしたのか問うと、｢もう、頼むわー｣
（ちゃんと面倒見てよ）という返事。
加温加湿器内に蒸留水がないことに気が付いた。ボトル内には蒸留水は入っていたが、何らかの ボトルと加湿器の高低差の不足・モジュール加湿器とボトルへの刺し方が悪かったのか、蒸留水 過信せずに、落ちていることなどを定期的に確認する。
原因で、落ちなかった。吸引時少量の出血を認めた。その後の吸引時には出血認めず。
が落ちなかった。器機の点検不足。まさか蒸留水が流れていないことなどないと過信していた。
加湿器の水を補充し様としたところ生理食塩水のボトルがおいてあり残が１００程度迄減っていた 生食と蒸留水が同じところに置いてあった 夜間は暗くなるところであり区別が出来なかった
生食と蒸留水の配置を別にした 全員が周知徹底できるよう一緒に置かない札を設置した
家に帰ると言っておき上がり動作が多くなったため危険性を感じたため抑制をさせていただこうと 観察不足
危険行動がある時は早めに家族の協力を依頼して付き添っていただき精神的慰安を図る。 早め
して準備をしていると同室患者から患者が転倒したとの連絡が入った。訪室するとベッドサイドに
に抑制をさせていただく。
座り右のこめかみに擦り傷があった。
家に帰ろうと思い廊下まで這い出していたが、どうして出たか分からないとのこと。
患者ご本人によるが、ベッド柵をしていたものの、その隙間から出られたと考えられる。
すき間に発泡スチロールを置き、頻回の訪室を行う。
家人（付添い）よりナースコールあり。訪室すると、ベッド下に座り込んでいた。一人でトイレに行こ 尿器使用の説明を本人・家人に説明してあったが、言うことを聞かないので一人でトイレに行かせ 病態、それに伴うリスクを分かりやすく説明し、協力を得る。ナースコールを押していただく。頻回
うとして転倒、前額部を打撲したと。外傷、瘤はなし。
ていたと家人は言っている。
に訪室する。
家人(娘）訪室時、EDチューブ抜けている事気づき、廊下で呼び止められる。EDチューブ抜けてお 固定がゆるくなっていた可能性がある。 患者はEDチューブの必要性など理解があまりできてい 固定をしっかりとする。 訪室時には必ず固定の状態を確認する。
り、横シーツ濡れている。本人はEDチューブ抜いた事理解しておらず。Dr報告し、レビン挿入の指 ない。
示あり。挿入後、鼻と頬で固定する。
家人が帰宅後 ベッド柵を外し床に転落している
頻回の訪床すべきであった
ベッド柵固定の強化
家人といつものように散歩で歩行練習しようと、本人が先に行きしりもちを着いた。異常なし。
患者状態把握
家人への指導を十分に行う。廊下に出るときは看護師が付き添うことも考慮していく。
家人とともに来院し、家人介助にて歩行していた。家人が患者に代わって受け付きで手続きをして ・患者がはいていた靴に問題あったのか ・介助要の患者だったため、家人の不注意であった ・ ・家人への説明 ・病院構造上での問題もあり今後状況をみて他患者の意見も聞く
いる間に転倒する。その状況を病院職員は誰も見ていなくて、患者家族から情報収集したところ、 病院の構造上の問題があった
病院玄関の点字ブロックにてつまづいた様子。患者は、打撲痛と軽度の内出血あり。
家人と共に車イスで藤棚へ散歩へ行かれる（声かけなし）。藤棚より帰ろうとしたところ溝の鉄板に 溝のグレーチングに隙間が見られたため対応した。
屋外へ散歩で連れて行かれる時は必ずスタッフに声かけするように家族に指導する。車イスや歩
車イスの前輪が引っ掛かり本人転倒されたとの事（家人談）。左頭部にＬ字状の切創あり、５針
行障害のある患者や来院者のために安全な環境に整備していただけるようお願いした。
ナート施行、点滴ソリタＴ３５００一本生食１００ｍｌ。ブロアクト１ｇ朝夕３Ｔ
家人の付き添っている時に胸帯をはずしておいた。家人が声がけせずに帰ってしまった。おむつ ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 家人への説明不足。何回か転倒、ふらつきがあった患者であった。ヘルパーに胸帯使用のことが
交換時ヘルパーさんはしていないことに気がついていた。患者は歩行練習をしようと思い立ち上 点
伝わっていなかった。情報をみんなで共有する。
がったが、座り込んでしまった。打撲等はない様子。
家人より、患者が自宅に戻られたと連絡が入った。病室内を確認すると、点滴・Ｏ2・トロッカーetc 自らタクシーを呼び、脱出を図った。病衣を着ていた。
環境の変化を考慮し頻回な巡視を検討。 タクシー会社へ、いかにも入院患者であろうと思われる
自己抜去され不在であった。
患者からの依頼に対しては、病院に声をかけていただけるよう依頼をした。
家人より、車椅子で散歩したいと希望があったため、患者をベッドから車椅子へ移動する際、上半 移動時に、環境が整っておらずズタッフの立ち位置が不適切であったため、移動前に、患者・ス
事故に対する反省が見られたため、確実に業務を行なうよう指導・伝達。傷は０．５ｍｍ程度、深さ
身・腰部・下半身を３人でかかえ移動しようとしたところ「ドン」と音がし、確認すると物に顔面をぶ タッフがスムースに移動できるか確認し、適宜ベッドの高さ・位置をずらすなどの工夫を行なえば はないため経過観察となったが、寝たきりランクＣ２であり、看護・介護上充分（細心）の注意をは
つけ、右頬に外傷があった。出血・裂傷のため、イソジン消毒し止血後、医師に報告。処置終了
良かった。スタッフ間の声掛けが不十分であった。また患者の状態確認が不十分であった。
らってケアを行なった。
後、患者本人・家族に謝罪した。
家人よりＮｓコールあり。訪室すると、患者は床にしゃがみこんでいた。柵はくくっていた。しかし訪 不穏あり。家人付き添われており、柵をくくっていることの必要性は理解できていたと思われるが、 柵の取り外しは、Ｎｓが行うため呼んでくれること。柵を外している時は、患者から目を離さないこと
室時は、足元の柵は、外されていた。Ｎｓ2人と家人で抱えベッドに移動する。家人に状況を確認す 一瞬柵を外し患者から目を離したこと。家人に危険性を十分説明できていなかったこと。
を、再度説明する。
ると「お見舞いの人が来たので、柵を外し、話をして、ちょっと後ろを向いて挨拶していたら、1人で
降りようとして、すべり落ちたみたいです。」と。臀部痛軽度あり。他打撲痛なし。意識レベル変わら
ず。ルート類問題なし。
家人よりNsコールがあり訪室するとCVカテーテルが抜去されている。家人が部屋を離れている間 家人が離室していた時に訪室できなかったため自己抜去を防げなかった。前回にもCVカテーテル 家人が部屋を離れる時は声をかけてもらう。 時間を決めて訪室する。 固定を確実なものにす
に自己抜去された様子。BP138/80 P112 Spo2 94%とバイタルサイン著変無し。抜去部からの出 抜去されていた患者であったが家人がいるとの事で抑制を実施していなかった。固定がマルチ
る。(マルチフィックスを2重にするなど）
血無し。主治医報告し圧迫止血し経過見るようにと指示出る。その後主治医来棟しカテ先確認後 フィックスを貼ってあるだけであった。
ナート除去する。
家人よりコールあり 妻が付添っていたが嫁さんが迎えに来られ点滴の名前が違うのに気付かれ 夕の点滴時 名前を十分に確認したつもりが確認できていなかった 余裕が無く思い込みをしてい 今後は十分に確認し注意する
る
た
家人より転倒したとナースコールあり訪室した。患者はベッドサイドのポータブルトイレで排泄しよ 観察不足
排泄時はナースコールするように説明した。
うとして下着を降ろす時にふらつき倒れた。
家人帰宅後、ベッド上安静だが、部屋の外の廊下で座り込んでいるのを他患者が発見し報告して 病室内のドアを開放して頻回に訪室していたが、ナースステーションなど目の届く範囲に移動させ 以前より不隠状態があったため、訪室はしていたが他の患者のケアの最中に転倒してしまった。
くれた。その際、尿道カテーテルを引きちぎり、カテーテル先端１／３が体内に残存。便失禁あり。 ておけばよかった。
常時観察は不可能な状況も考えられるが、できる限り安全の確認は怠らないよう指導した。ナー
尿意あったため、車椅子にて病室内トイレまで移動。ＢＢ行為行なう。体内異物感あったが、カ
スステーションでのベッド管理もひとつの策であるが、プライバシーの配慮も考えると、できるだけ
テーテル先端が突出したためそのまま抜去した。当直師長・主治医に報告。オムツカウントで尿側
病室での観察が望ましく、頻回な訪室を行なうよう話し合いをした。
続行。様子観察となった。外傷、意識レベル問題なし。
家人帰宅後、申し送り中抑制していないことに気付き訪室すると気管カニューレ自己抜管し、主治 患者の状態把握
レベル清明でも挿管中は抑制を行う。
医に報告し再挿管する。
家人来院時に柵をはずしてベッド下に横たわっていると連絡あり、 Ｎｓは申し送りで○Ｆにおり、 構造上△Ｆを不在にすることが多いので、なるべくあけないようにする
３Ｆにおりる時間を最短時間にする
△Ｆは不在でベッドの確認もしなかった
家族(妹）の面会があり、患者がベッドに上がりたい、排尿があったなど再三訴えたので妹が自ら 家族に説明不足
家族の面会時、患者の訴えなどは必ず看護師に声を掛けてもらう様に説明する。
ベッドに移動した際、患者が動きベッドよりズリ落ちてしまい妹より通報があった。
家族から、歩行中に転倒したと看護師に連絡があった。前日、睡眠剤を服用しており、それがなか 転倒前の１３時３０分、血圧が高値を示した為、高圧剤を服用していた。転倒はその３０分後のこと 看護師と医師は、薬剤が患者に与える影響を観察し、その薬剤は本当に必要か、量は適切か、服
なか醒めず、午前中から朦朧とした状態だった。
であるが、因果関係は不明だが、影響はあると思われる。患者は高齢であり、前日夜服用した睡 用時間はどうかなど、アセスメントを行う。看護師は、患者と家族に対して、患者が転倒転落の危
眠剤の影響が翌日まで残っていて、もうろうとした状態となり、歩行時にふらついた。医師と看護師 険度が？であることを説明し、転倒転落防止対策についても説明し同意と協力を得て、対策を実
は、患者と家族に対し、睡眠剤の影響がなかなか抜けないときの注意点を指導していなかった。 行する。
睡眠剤の影響で、一昼夜覚醒しなかったことがある患者に対して、安易に睡眠剤を投与した医師
および看護師。患者は転倒転落危険度が？と、転倒しやすい状態だった。
家族からナースコールがあり訪床するとＮＧーＴが抜けていた。
観察不足 家族が付いていたので安心してしまった。
家族の方が居ても必要時は抑制させていただく
家族からのナースコールで訪床すると患者がベッドから転落されたとの事。頭から落ち、足がベッ 自分でベッド柵を下げてしまうなどの行動があったが家族が付いていたので特別な対策を講じな ベッド柵を自分で下げる事が出来ないように固定した。
ド柵に引っ掛かっていたとの事であった。後頭部を打ったとの事であったが痛みや外傷はなかっ かった。 観察不足
た。
家族からの知らせで行くと2才の子供がサークルベッドの柵が上がった状態で柵とマットレスの間 ベッドとマトレスのサイズが合わない物を使用していた
サークルベッドすべて大きさをベッドに合わせて交換した。
に挟まれて落ちかけ中刷りの形になっていた。 ベッド更新時にマットレスは別のマットレスを使用
していたために大きさが合っていなかった。また隙間にパッドをしいて詰め込んで使用していた。
家族から報告あり、家族の人が持ってきたジュースの蓋の一部（紙の蓋）を過って患者が誤飲した 家族の方は、1年に1度位の面会であるため、持ち込み食の確認並びに、おやつ・食事等の介助
と話される。本人は一瞬騒ぎ泣いたが、その後は嘔吐もなく、いつもと変化無く経過した。2日後に 時には、看護師と共に行うことを説明し協力を得る。
排便より混入あり。
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上記同様。

5381

5382

5383

5384

5385
5386
5387

5388

5389
5390

5391

5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402

5403

5404

5405
5406

5407
5408

具体的内容
背景・要因
改善策
家族が外出されるため、車椅子に乗車し詰め所の前におられたが、自分で立とうとして転倒され 車椅子より立とうとして、バランスを崩し転倒される。
患者のＡＤＬを把握し、声掛けをする。また患者のレベルに合わせて指導していく。
る。 前額部発赤と打撲痛あり。
家族が患者の手を引いてステーション前まで来られる（ショートステイの為）職員に声をかけまだ職 ショートステイ利用の為ステーション前に患者の手を引いて連れえてこられるが職員に声をかけ 職員が対応できる構えになるまで、家族の方に手を引いてもらうべきだったのでは（このケースの
員が側に行って対応する以前に手を離されてしまう。患者の転倒された音（ゴトッ）にて職員は、転 荷物を置いた時、手を離した瞬間横方に歩かれ（２．３歩）よろめき転倒（まだ職員は対応する構え 場合数十秒程度であった）
倒が起きたことに気づき近づく。机の上にあったものが気になり側へ２、３歩歩き出したところよろ ではなかった）
めき左後方へ転倒。左臀部から腰部、左後頭部を打っているため打撲痛又は骨折、頭蓋内の出
血等々の恐れ
家族が持っていたネームバンドを患者本人と確認せずに装着してしまった。診察時に患者氏名を 確認作業の不備、思い込み。
患者本人、または家族に対して、口頭により確実な確認作業を実施するよう指導。
確認したところネームバンドと違うことが発見された。
家族が朝まで付添っていたが、朝一旦帰宅。その間一人で室内にいると、危険行動あるため、8時 昨日も自己抜去していたため、できるかぎり側にいるようにし、またカニューレを抜かないよう説明 本人へ医師より再度説明してもらう。訪室のたび、抜かないよう本人へ声をかけていった。
すぎから車椅子でダイニングルームで過ごしていた。11時頃、車椅子からずり落ちそうになってお していたが、患者の理解が悪かった（やや健忘・せん妄あり）ため。
り、「疲れた為寝たい」と訴えあり部屋へ戻り、布団に横になる（転倒の危険があるためベッドから
マットおろして、床に布団をしいて過ごしてもらっている）。すぐウトウトし始めたため、他患者の処
置に行った。11時30分頃、昼食の前に車椅子移動しようと思い訪室すると、IVHの固定のテガダー
ムはがしていた。再固定していると、カニューレも抜けている事に気が付く。布団のすみに投げて
あり「しんどいからはずした」と気管孔を自分で押さえて話す。呼吸状態変化なく、主治医へ報告。
主治医にて再挿入される。その後の呼吸状態も変化なし。
家族が付き添いをしていたが，尿瓶を取りに行かせている間に自己抜去した
水頭症の手術後であり，ＮＧの不快を訴えていた
家族，本人の協力を得る
家族が来院中であったので体幹抑制、ミトンは外していたが家族の方が帰られたので様子を見に 傍に誰も居ない時間があったのに抑制をしなかった。
再度、抑制させていただいた。
行くと中心静脈ラインを自己抜去していた。
家族の知らせで訪室すると、しびんで排尿しようとしベッドサイドに前屈みに前額部から倒れてい いつもナースコールを押してくるため、今日も押してくると思っていた。精神科の眠剤を服用し動き ナースコールを押してくるものと過信せず、頻回の訪室で注意深く観察する。夜間は特に動きが緩
た。外傷、打撲はなかった。
が緩慢だった。
慢になることを患者に説明しナースコールを押すこと安全性について説明する。
家族の付き添いもあり排便にいった。洋式トイレが空いていなかったため、和式トイレに入り便をし 悪性リンパ腫による脳メタあり、意識障害も見られていた（物忘れ、ふらつきｅｔｃ）。家族も連日付き 見廻りを頻回にする。今後は洋式トイレを使用。
ていた。怒責にてふらつきあり、トイレの壁に前額をぶつけてしまった。トイレから出てきたときに右 添っていて、フロアマットも使用し転倒予防していた。トイレが混んでいたことで和式トイレに入って
前額に擦過傷あり、１ｃｍ大の内出血見られる。妻はトイレの外にいて出てきたところを見て転倒し しまったことが、怒責により血圧低下を招き、ふらつき増強した可能性も高かったと思われる。
たことに気付く。日中の看護師には話されず、準夜看護師に経過報告される。
家族の方から酸素マスクを外しているがよいかとの知らせがあり訪床すると、末梢静脈ラインが抜 観察不足
家族の方が居ても必要時抑制も考えていく。
かれていた。
家族の面会終了後に手の抑制をしていない為に点滴チューブの接続部はずす。
家族の面会後に抑制をしていない。
家族が面会終了後に必ず抑制について検討する。
家族は、いなかった。退院前の最後の入浴で、もともと皮膚の弱い人で内出血は常時あった。朝 皮膚が弱い人を入浴させる時の注意事項、内出血についての指導不足。看護師に皮膚の弱い患 必ず看護師と助手とのペアにする。看護計画・対策が立案されたものの伝達の仕方をマニュアル
一番の入浴者寝衣を脱がせ一通りサーッとみて、入浴させた。（入浴温度は、３７～４０℃であっ 者を問題として意識していなかった。（入浴の身体に及ぼす影響に対して危険予知が出きていな 化する。（問題の伝達方法と担当者又はリーダーのかかわり方、確認の仕方も） 看護助手の生
た。）入浴専用ベッドのまま病室へ運び向かって窓際のベッドに２人で移した。右向き（窓向き）で い） 入浴を助手（1人）にほとんどまかされている。（看護師とペアにしていない。） 看護師の助手 活援助についての指導・教育を行う。看護計画が個別性をもって立案できるよう指導する。（特に
右上肢が体の下敷きだったので、手背をもって体から抜き出してベッド上に手を置こうと思った。手 への指導・管理ができていない。（療養病棟の特徴から考えて看護師の人数が少ないので十分な 危険予知できたときの計画を家族とともに具体的に立案・実施する。） ＊看護助手・学生には、看
背をもって引っ張り出した瞬間手背から出血したので気がついた。強く握った為か、手背いっぱい 情報共有と助手への指導教育が行き届きにくい。） 現在の、入浴時のマニュアルは、２人で入
護管理者が責任の委譲（業務依頼）の仕方・生活援助など十分指導・教育する体制つくり、管理
のかぎ状皮膚剥離創及び出血させてしまった。患者は、床上生活で四肢の自動運動はない。ADL 浴・移動させるようになっているが、移動は２人だが入浴は、１人の助手が一日４人～１０人くらい （決められたことがきちんと守られ実施できたか確認）をすることが大切。
全介助。
入浴させるようになっている。日勤者の人数と体制の問題。
家族より、DIVの名前が違うと指摘され、誤認注射にきづいた。。点滴内容は同じｳﾞｨｰﾝD５００ｍｌ 注射実施時、患者の前で薬剤と注射箋、患者名の確認（指差し呼称声だし）ができていない。注車 注射実施時の患者参加の声だし確認の徹底。患者の所で安全確認が出来るようにｶｰﾃﾞｯｸｽ廃止
で部屋は４人部屋で別室であったが、同姓で似たような名前の患者の点滴を接続していた。家族 箋がｶｰﾃﾞｯｸｽに部屋毎に一括管理の方式で、患者さんの所で指示箋との確認体制が実施出来な の方向に検討中である。
に内容を説明・謝罪した。
い。
家族より「ちょっと席を外したとき、戻ってきたら床に倒れていたんです。」と訴えあり。その時はす 患者への観察が不十分であった
排泄時ＮーＣを、十分に説明。 患者の状態を細かく観察する。
でにベッドに戻られていた。外傷、疼痛なし。
家族より「夕の配薬袋に朝の薬が入っていた。ｵｲｸﾞﾙｺﾝは気づいたが、ﾘﾋﾟﾄﾞｰﾙ1T１×（朝）の分を 内服薬の配薬時に確認が不十分。
配薬時の確認の基本（薬剤名・数量・患者名・薬袋）を守る。
飲ませてしまった。」との報告を受け、配薬ミスに気づいた。医師に報告。患者・家族に謝し、医師
の指示で明日の朝も内服して良いことを説明した。
家族よりナースコールあり 訪室するとマーゲンチューブを自己抜去されていた 患者の部屋を出 前回も他病棟でマーゲンチューブを自己抜去されていたため十分予測はついていたにもかかわら 家族と本人に必要性を説明する 必要に応じて抑制をさせてもらう
てから約５分ぐらいのことだった
ず家族が在室されていたので安心感がもあった テープの固定にも問題なかった
家族よりナースコールあり訪室してみると、末梢点滴のチューブを自己抜去していた。
患者への説明不足。接続部の固定の不備。観察，注意不足。
不穏患者が点滴を施行する場合は、ロックタイプの点滴セットを使用し、固定を確実に行う。観察
の強化
家族よりナースコールあり訪床すると末梢ラインが抜去されていた。
観察不足
家族の方が付いていても危険行動があれば抑制をさせて頂く。
家族以外の面会制限があったが把握していなかった為、友人が面会をし、見舞金を置いていった 他病棟からの転棟であった為、申し送りに頼ってしまった。前病棟での同じような問題が発生して 転棟であっても、指示書を確認する。
為、買い物に行きたい等、患者の療養に影響を与えた。
いたが把握していなかった。
科名入力間違い、訂正し提出。
確認作業の怠り。
伝票の撮影前の確認を徹底する。
火・木・土のＰＭ ＨＤの患者様。ＨＤ室より歩行にて帰室し氷をとりにきてフラつき転倒した。ドンと 患者要因
患者教育
いう音にてすぐにかけつけた。すぐにＤｒの指示にて頭部ＣＴ施行。出血みられず経過観察となっ
た。
火のついたタバコを右手に持ったまま居眠りをしている。
夜間不眠でトイレと病室の往復をしていた。昼夜ともにトイレに入っている時間が多い。排尿が困 夜間の睡眠、トイレの回数を観察。必要に応じてポータブルトイレの設置等、検討する。タバコは、
難な様子。
看室預かりなので渡した後の観察を十分に行う。
菓子パンを半分ぐらい食べたところで患者様の手の運びが止まっているのに気づき、顔を見ると この患者は水分などを取らずに1つのものを食べつづける習慣がある。
申し送りをして看護計画で職員に周知を図り要観察とする。
唇が青くなってチアノーゼ状態であった。声かけし、タッピングして水分を勧める。その後回復し、
表情が和らぐ。
過去にビクシリンＳ皮内テスト（＋）だった患児に、今回セファメジン皮内テストの指示だったが、看 ・指示書の確認不足と思い込み ・新人へアレルギーに対する教育不足
・新人に対しては必ずダブルチェックを徹底する。 ・アレルギーに対する危機意識を高める教育
護師はビクシリンＳで準備してしまう。次の勤務者が準備されている薬剤の間違えに気付き、実際
に投与されることはなかった。
過去の検査で耐糖能異常があり、今回のDT109、糖尿病の治療はしていないということで、糖負 受診者は高齢で、薬・疾患に対する認識不足あり、「糖尿病ではなく、血糖を下げる薬をもらって 「糖尿病の治療」という言葉での確認だけでなく、「血糖値を下げる薬」や「血糖が高くて治療をして
荷検査対象と判断し、検査施行。その後の問診で、「糖尿病ではないが、6月から血糖値を下げる いる」と話された。また、「糖尿病治療」という言葉でしか、確認しなかったことから、確認不足もあ いないか」といった言葉での確認も必要。現在、様々な疾患で治療中でも人間ドックを受ける高齢
薬と聞いて、朝食後に1錠飲んでいるが、一昨日にきれてから、ドックがあったのでもらいに行って り。
者が多いが、今後、高齢者の人間ドック受診の必要性の有無についても、検討したほうがよいか
いない」と言われた。糖尿病内服治療中の方は検査対象外であるが、トレーランG飲んでいたた
と思われる。
め、負荷後採血は通常どおり施行。内服薬は情報紙がなく、薬もきれていたため、薬品名は不明
のままであり、実際に糖尿病治療薬であるかは明らかでない。
画像撮影の際患者のIDカードを機械に通し忘れた為、前の患者の名のまま写真現像、そのまま 見落とし、取り違え
他院へ貸し出す場合など当院の信用にかかわる為看護師等による、二重チェックをするよう改善
診察。写真を他病院に貸し出し。 その後、貸し出した病院より名前が違うので連絡あり。
していく。
臥床から座位になったときチューブが体の下になり抜けてしまったとの事
固定が不十分 患者との意志の疎通が不十分（日本語がよくわからない）
胃管のほかに他のドレーンも複数入っている患者であった。意志の疎通も不十分なことから､
チューブの固定を工夫する
臥床患者で２０時に約束吸入の指示があり、遅出業務が書かれているチェック表にチェックがなさ 看護師間の連携が足りなかった。 重複して吸入を行った看護師は新人看護師で業務が多忙だ 看護師間で声を掛け合い業務を行っていく。業務の責任が誰にあるか明確にする。
れていな買った為、指示通りに吸入を行った。行っている途中、他の看護師から｢実施した。」と言 ろうと、先輩看護師が新人看護師の分まで業務を行っていた。 吸入をした後にもかかわらず、
われ、２度吸入を行っていた事がわかった。受け持ち看護師に状況報告し、医師へ報告し様子観 チェック表にチェックを行っていなかった。
察となった。
臥床者の食事で結びに海苔を巻くのを忘れる。
誰かがやってくれると思っている事が問題
確認不十分である。ダブルチェックをする。
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5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424

5425
5426
5427

5428
5429
5430
5431

5432

5433

5434

5435

5436

5437
5438

具体的内容
介護師より“坐薬を入れて欲しい。”との依頼を受け、ボルタレン坐（50）を挿入した。 →他のス
タッフから坐薬が 50mg→25mgに変更になっていることを指摘され、間違いに気づいた。 →座薬
挿入後、痛みは軽減し、他には状態の変化はなかった。 →師長に報告し、様子観察とした。
介護車に患者がつかまりゆっくり歩いていた。介護人も左側に付き添い車と患者に気をつけてい
た。左側に曲がるときに患者の体が付いてこれず転倒した。
介護職員二名でリネン交換のため車椅子に移乗させ、目を離したすきに自分で動こうとされ車椅
子より転落した。頭部打撲されたと思われた為、診察したが異常無く経過観察とした。
介護病棟入院患者 病状が悪化したが、医師の指示により一般病棟へ移さず経過観察とした
介護福祉士が訪室した際に、患者の頭がベッド柵の間にはさまっているのを発見した。患者は寝
たきり状態で、普段から側臥位をとっており、体がずり落ちるようにしてベッド柵の棒と棒の間に頭
がはさまってしまったと考えられる。
介助していたがバランスを崩し転倒。
介助でベッド上に端坐位をとらせ、車椅子移乗のため、スリッパをはかせようとして、片足を持った
ときバランスをくずして後方に倒れ、後ろにいた看護師が上半身を支えたが、ベッド柵に左後頭部
があたった。
介助で歩行洋式トイレに座った段階で側を離れた．患者が自分で動こうとして転倒
介助中患者に噛まれ、はらをたてて、患者の前額部を平手で叩いた。
会計時にフルネームで患者Ａを呼び出したところ、同姓の患者Ｂが来て支払いをされた。このとき
院外処方箋も患者Ａのものを渡しており、院外の調剤薬局にて誤って渡してしまったことが判明し
た。直ちに当院に帰ってきていただき、正しい処方箋を渡した。
会計入力ミス。
解析日に検査完了していず、外来診察時に未検査がわかる。
解熱のための、アンヒバｓ１００ｍｇを準備する際にダブルチェックをし、座薬名とｍｇ数は確認した
が、指差し呼称をしたために「２／３本」という指示が隠れてしまってい、１本挿入してしまった。伝
票を記載しようとした時に、アンヒバｓ１００ｍｇ２／３本であることに気づいた。
解離性大動脈瘤の患者で、右ｿｹｲ部よりIVH、右下肢抑制中。定時注射施行のためﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞに行
くと、IVHｶﾃが先端まで抜去状態を発見。Dr報告後、抹消より開始。２日後、IVH再挿入となる。
回収時、生食ラインの鉗子が間違って返血ラインの予前に止まっていた為、返血できず発見する
回診でエポジン増量の指示があった。指示が出た日はすぐに対応したので実施されていたが、そ
の後の処理で入力を忘れていることに気付いた。つぎの透析日までに気付いた。 貧血改善の遅
れの可能性
回診にNsが行ったところすでに主治医が傷を開けていた。その時ドレーンが１本なく主治医が「自
然抜去だろう」とそのままになり、探すこともしなかった。３日後のレントゲンでドレーンが埋没して
いることが判明し透視下で取り出した。
回診時にラスカルトンの記入もれが見つかり記入した。 患者には説明していない。
回腸婁閉鎖術後Ｓ－Ｔ挿入中の患児。排液バッグを見やすくするために点滴セットの定量筒を使
用した。その際にフィルター１ヶを取り忘れ排液が流れず、児は嘔吐した。嘔吐した時に、排液が
流れていないためフィルターの取り忘れに気付き、除去した。その後、排液は流出良好となる。患
児は嘔吐後に活気はないが笑顔を見せるようになった。
回盲部切除当日でモニター管理、ドレーン、ライン類が入っていた。もともと失見当あったため、検
温以外の時間も15分から20分おきに訪室し全身のルート、ドレーンや危険行動がないか観察して
いた。しかし、消灯時に訪室したときにはすでにＮＧ、経鼻エアウェイを自己抜去していた。
回路の破損に夜点滴漏れ
廻診時リハビリ処方箋がないため同姓者のカルテを確認したら、そこにカルテが閉じられていた。
確認できていなかったら、危険を大きい。
開始後のチェックにて、回路より極少量の出血を認める。V側薬液注入ラインのクランプは閉まっ
ていたが、回路の折れ曲がりがあり圧が高くなった為に出血した。 患者への影響は、もし発見が
遅れれば、失血による血圧低下や貧血が予測される
開始時のUFR設定が患者に対してかなりきついものであった為、Dr指示が得られるまで手入力で
UFRを変更した。その後、指示（３．５時間HDF、UFR0.5l/hr前後）をもらったが、UFRのかけ方がい
つもと異なり（目標体重は決まらず、血圧を見ながら除水をしていく）、HDF時間が３時間→３．５時
間になったことよりも、UFR設定に考えが集中してしまった。３時間で補液終了。残り30分はNsリー
ダーに報告しHD施行（Dr指示得られず）。患者は血圧も安定。CEチェックでも漏れる。
開始予定の日の内服薬を投与しないでしまった。

背景・要因
改善策
以前にボルタレン坐（50）を使用していたので、思い込みで今回も使用してしまった。 処方箋の確 確認は必ず行い、１人でなく当日のリーダーにも確認してもらう。（ダブルチェック）
認を怠った。
患者への状況判断が適切でなかった

理学療法士と相談して病棟内は車いす対応にした

その患者の状態把握が職員一人一人にできていなかったのが原因と思われる。

スタッフ同士の声かけと常にリスクを考えて行動する。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・普段から側臥位をとっていることは認識していたので、危険予測をし、対策をするべきだった ・
ベッド柵の間隔が広い

患者状態の観察を徹底
・ベッド柵が旧型で柵と柵の間隔が広いものだったため、新しく購入してあった新型の間隔のせま
いものに交換した。また更に、ベッド柵にシーツをかぶせた。

声かけ不足・判断の誤り
声かけしながら介助し、必要なら2人で介助する
坐位が不安定な患者の片足を持ち上げたため、バランスをくずした。 後方で介助していた看護師 患者の姿勢の安定度を確認して介助を始める。他の介助者は患者と介助者の動きに注意して介
の支えるタイミングが合わなかった。
助を行う。
サイレース内服 杖歩行 観察不足
興奮していた

思い込み、早とちり、勘違い。
検査後の最終確認を怠ったため。
確認の仕方。

リスクの高い患者は排泄時でも側をはなれない
こちらからは、絶対に手を出さないようにする。カンファレンスを開き人権の尊重や倫理面を重視し
たケアを行うことを再確認する。
フルネームでお呼びしているが、本人が「はい」と言った場合には他に本人確認を行うことをしてい
ないところに問題がある。診察券などで客観的に確認できる手段を用いるようマニュアルを見直
す。
視力低下が原因と申し送りがあったので早めに眼鏡等の着用指示。
当日担当者は最終確認を必ず行う。明後日の担当者も確認を強化。
確実に確認する。 伝票等をベッドサイドへ持参し、最終確認をする。

両手・右下肢抑制中で緩みもみられなかったが、IVH部位に手が届かないような抑制の工夫がた
りなかった。
プライミング時の注意不足・確認不足と考えられる
業務手順、ルール、チェックの問題

抑制・鎮静中であってもﾗｲﾝが手の届くような場所であれば無意識に自己抜去の可能性もあるの
で抑制帯の工夫（メガホン型ﾐﾄﾝの開始）
意識的にマニュアルに沿った行動をする
リーダー業務の見直し

ドレーンが不明になった場合、必ずレントゲンを撮る、所在を探す等の対応マニュアルがない。

ドレーンが不明ななった場合も含めて、管理のルール作りをしていきたい。

業務手順・ルール・チェックの仕組みの問題点

見落とし見間違い
熱計表に付箋を貼り記入漏れのないよう対処する。
点滴セットのフィルターが１箇所と思っていた。 確認のためにエアーを通した時に通ったので、通 点滴の定量筒を必要な患者以外には排液用に利用しない。 確認する時にはエアーでなく、水な
ると思った。 交換した後に自然流出の有無を確認せずにその場を離れた。
どを通してみる。 自然流出を確認してから、患児の側を離れる。 師長がスタッフ全員に、定量筒
を利用する時の注意点を指導した。
訪室し出来るだけ危険行動がないように観察していったが、患者の理解力のないことを知ってい
た上での観察不足と術前からの抑制の同意書の不足が原因だと考える。
医療材料管理の問題
確認によるミス
医療材料の保守、管理の問題
除水設定の指示が通常と異なり、また、治療を開始してからの変更だったためと思われる。

全てのドレーン・ルート類の固定の見直しと強化をした。また主治医に確認し麻痺のない右上肢の
み抑制帯にて保護とした。また頻回の訪室は変わらず続けるとともに患者へも頻繁に声をかけ説
明を続けた。患者の理解度や不穏起こしやすい状況かをアセスメントし術前から家族へ説明をし
協力を得てもらうとともに抑制の同意書を取り危険行動をさける必要がある。
使用前の点滴ルート確認
氏名の確認をおこたらないように心がける、皆に指導し徹底する。同姓同名者を同室、同階に入
院させないようできるだけ配慮していただきたい。
ペアンレスの新型回路変更後の事故であるため、業者への調査依頼とこの部分のみ従来どうりペ
アンを使用することとなった
透析を開始する前のチェックをするように、もう一度最初からチェックをするべきであった。自分で
自信がない場合は数名のスタッフ（先輩）にチェックをしてもらう。

開始するように指示を看護師間は、伝言で確認はしていた。しかし、実際の投与はされていない。 服薬の確認は、患者に直接確認する事。

開心術のオペ中、止血の際に縦隔に多量にガーゼをつめた。医師からガーゼカウントの指示が ガーゼカウントをしたが閉創までにまにあわなかった。無い時点で医師に確認してもらわなかっ
あったので、間接介助ナースにカウントを依頼した。私は術野にあるガーゼをカウントし胸腔内の た。
ガーゼの数を医師に確認しガーゼが一致した事を医師に告げた。それからも止血のため何枚も術
野にガーゼをつめた。止血が完了し医師は閉胸の準備を始めたので急いでカウントを始めた。医
師に「さっきカウントは合ったのでは？」といわれたので、「合いましたがその後かなりつめたのでも
う一度数えてます。」と答えた。間接介助ナースと合わせたところ、ガーゼが一枚足りない事がわ
かりすぐに医師に報告した。術野は胸骨がワイヤーにてしまったところだったが、医師はそのまま
閉創を続けた。その後もガーゼは不足したままで皮下まで閉じてしまった後、レントゲンで確認し
た。レントゲンにはガーゼが一枚写っていて、再度開胸しガーゼを取り出す処置を行った。
開通の必要な高カロリー輸液が開通されないまま使用されていた
使用前に開通確認を怠った。 訪室ごとに滴下だけ確認し点滴そのものを見ていなかった。

怪しいと思った時点でカウントを頻繁に行う。早めにカウントを始め、医師に協力を仰ぐ。

患者へ使用する前に確実に開通できるように確認をする。 訪室ごとに点滴本体からルートの全
てを確認しミスの内容にする。 インシデントが起きた事実に対してスタッフに早急に話をしどうした
ら改善できるか、今までの確認方法について見直す機会とする。
開頭クリッピング術後１日目の患者。レベル？ー３？？ー１０。ＭＣのため訪床するとＮＧチューブ 術後よりレベルはっきりしておらず、ゴソゴソ動いていたので、危険行動を起こしそうな場合に抑制 カンファレンスで事故の共有化体制を考える。不隠傾向の患者の対処について、事前に医師に必
を自己抜去し、手に握り締めていた。患者に対し、吐気・嘔吐の有無を確認。（腹部グル音あり）当 等の処置を講ずればよかった。
要なドレーンの確認をしておく。自己抜去が考えられる場合には目を放さないようにし、必要時に
直師長および主治医に連絡。医師来院し処置となり、そのまま経過観察となった。
は抑制などで対応する。
開頭ネッククリッピング術後7日目の患者に脳室ドレーンが挿入されていたが、3時間毎に確認し、 術後、頭部は広くガーゼで保護されており、挿入部の観察が十分できない状況だった。ドレーンは ドレーン留置中の観察方法を考える。
日勤の最終に観察を行ったが、その10分後、他の看護師が、ドレーンが殆ど抜けかけているのを 絹糸で固定してあった。 医師が創部をあけて処置をするが看護師がきちんと確認をしていなかっ
発見した。
た
開頭血腫の患者緊急手術のため、外傷も右側にあり申し送りも右側だったため、右側にマーキン 業務手順、伝票、レントゲンチェックの確認
ＯＰ伝票やＣＴなど緊急手術だから慎重に確認する。
グしたが手術部位左右間違え、手術前に気がついた。
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具体的内容
背景・要因
開頭時、バーホールキャップを使用の際に、「溝あり」の指示を聞き間違えて「溝なし」を出してし 聞き間違えたまま、確認しなかった。
まった。
開腹手術後、閉腹前に使用したガーゼのカウントをしたところ、１枚不足していた。造影糸入りの 問題点は三つ考えられる。狭い場所でガーゼカウントをしており、使用と未使用の区別が分かりづ
ガーゼを使用しているので、レントゲン撮影でガーゼの残存がないことを確認して閉腹した。翌朝、 らくなっていた。閉腹という忙しい行為の中で、一人がガーゼカウントを行っている。枚数確認の方
医療廃棄物箱より、ガーゼを回収し、全使用枚数を再度カウントしたところ、枚数に過不足ないこ 法。
とを確認した。
開腹術後12日目の患者。膀胱留置カテーテルが留置されているが、尿意があり、排尿しようとし 患者は、睡眠剤を服用していた。患者は、手術前はＡＤＬが自立していたため、手術後ＡＤＬが低
て、ベッドから降りようとしたが、うまくいかずベッドから転落した。
下していることを理解できず、自分でトイレにいけると思っていた。術後譫妄が続いており、また、
横隔膜下にドレーンが長く留置されていて、その刺激により吃逆があり不眠がちだったため、手術
直後は麻薬と鎮静剤を点滴で投与していた。事故の前日から睡眠剤に変更になったところだっ
た。医療従事者が、患者に対し手術前と手術後の身体および精神の状態変化を、理解できるよう
に説明していなかった。転倒・転落の危険度が？と高いにもかかわらず、ベッド柵が左右に1本ず
つしかついていなかった。ベッドサイドでリハビリが開始となり、離床を進めているにも拘わらず、
ベッドの高さが患者に合わせた高さになっていなかった.ベッドの高さを変更するには、ベッド上に
患者がいてはできない種類のベッドであること。（職員３、4人の人手が必要。夜間当直看護師だ
けではできない。）ベッドサイドリハビリが開始になったにも拘わらず、ベッドの高さを変えるよう、
理学療法士から病棟看護師に指示が出なかった.
開腹術後７日目の患者。排液目的で胃管が挿入されていた。横隔膜下に挿入されていたドレーン 看護師Ａは、鎮静剤や麻薬を投与していること、０時に患者がよく眠っていることから、安心してし
の刺激で、患者はずっと吃逆が止まらず不眠と苦痛を訴えていた。医師は夜間生食１００ミリリット まい頻回に見守りにいくなどをしなかった。患者はずっと吃逆による苦痛があり、胃管による不快
ルに麻薬オピスタン５０ミリグラムとサイレース１筒を混入したものを点滴で８時間かけて投与、そ 感を強く訴えていた。患者は術後抑制されたことに対して、不満を訴えており、看護師Ａは、患者
のほかセルシン１０ミリグラムを筋注し、入眠できるよう指示を出し、看護師Ａは指示通りに薬剤を に対して胃管の必要性を説明し自分で抜去しないよう指導していたが、抑制を行わなかった。看
投与した。患者は０時の巡視時にはよく眠っていた。また、患者は術後抑制されたことに対して、か 護師は術後の胃管の必要性を十分に理解していなかった。
なり不満を訴えていたため、看護師Ａは患者抑制をせずにいた。３時の巡視時に、胃管がベッドサ
イドに落ちているのを発見した。
開放観察中の女性患者Ａがホールにて突然、女性患者Ｂに対して「あいつが悪い」と足蹴りする。 妄想的言動からの行動化
女性患者Ｂには外傷なし。
開放病棟から転床してきた患者がライターを持っており入室時点検が不足した。患者が自らライ
ターを出したため発見できた。
開放病棟へ任意入院中の患者。散歩に出かけると出院するが帰院せず。昼食時に離院に気付
く。
階段で両松葉杖歩行訓練中、下り練習中患者が階段を踏み外した、
外の医療廃棄物の倉庫に使用済みのオムツを所定の箱に入れようとしたらビニール袋が箱に
セットされていないまま、１／３ほど汚物が入れられていた。すでに便が付着し、箱から汚物がもれ
る可能性があった。
外の空気を吸いたいからと院内の庭にいる所を発見。他患者が外出のために病棟入り口を開放
した所そのまま出て行った様子
外の使用済み清拭用ウエスを入れようとして袋のふたを取ったら普通のおしぼりがたくさん入れて
あった。便の付着したウエス等があり、直ちにな取り出していたら業者がいたのですぐに回収して
いただいた。
外科のOPの際、シャーカステンに手術患者の胸部写真をかけようとしたところ、他人のX-Pが出て
きた。
外科の患者Ａの手術が終わり、ムンテラの為、家族を連れて来るようにと電話を受けた看護師が、
病室へ家族を呼びにいったがいなかった。近くのフロアにいた人に患者Ａの家族かどうか尋ねて
確認してから、ムンテラを受けてもらった。病室へ戻る際にムンテラの内容が理解できたか確認し
たところ、本日、整形の手術をした患者Ｂの家族の方であったことがわかった。
外科の自科麻酔による手術の部屋準備の時に麻酔器を立ち上げるが、セルフテストにてエラーに
なっていた為、再度立ち上げた。しかし、２回目も同様のエラーとなった為、麻酔科Ｄｒか他スタッフ
に聞きに行こうと思い、部屋の外に出たが、麻酔科Ｄｒは手術に入っており、他の仕事を言われ、
それを済ませてから聞きに行くこととし、その仕事を済ませて帰って来た所に手洗いの交替を任さ
れ、麻酔器の確認が出来ないまま手洗いに入ってしまい、その後担当の手術の前に休憩に行く事
となり、他スタッフに麻酔器が立ち上がらないため、見ておいて欲しいと依頼して休憩に行った。手
術が始まる前に確認するべきだったのを、休憩から出てきたら患者が入室しており、入室する少し
前に先輩Ｎｓが部屋を確認しに行った際に麻酔器がエラーになっているのに気づき、エラーを改善
していただいた。患者が部屋に入室する時は受け入れ可能な状態にしてもらってあり、影響はな
かった。
外科の手術終了後器材の洗い場でサージカルソープにて血液をおとしジェット洗浄へいれた。 Ｈ
ＣＶ感染ありの患者で普通に処理してしまった 周辺を汚染した。ジェット洗浄のスィツチを入れ忘
れてかえった。器材のさびにつながった
外科マンマの体位固定時に患側を90度外転、健側を体側によせて固定をおこなう為、今回右乳癌
であり、術前でも本人に確認し、部屋準備時にも確認を行っていたが、健側を外転し固定してし
まった。手洗いの看護師に指摘されるまで気づかなかった。

改善策
開頭指示は復唱して確認する。
場所を確保し、使用、未使用の区別とカウントしやすいようにする。カウントする時、二人で声を出
して、Ｗチェックして行う。使用したガーゼは９枚を１枚のガーゼで結んで１０枚単位にしてゆく。
転倒転落危険度が高い患者については、決められた看護計画に基づいて看護を展開する。患者
を中心に多職種間の連携を強くする。２週間ごとに理学療法士と看護師間でミーティングを行う。
理学療法士と看護スタッフは、患者に自身の安静度と今できることと出来ないことを理解してもら
えるよう、説明をする。

看護師は、自己抜去の危険性がある患者に対しては、なるべく頻回に確認に行く。看護師は、患
者の訴えをよく聞いたうえで、無意識に行う行為の危険性を患者にわかるように説明し、必要時は
抑制を行う。特に麻薬や鎮静剤投与時は十分に注意する。看護師は術後の胃管の重要性を十分
に理解する。

転床時のボデイチェックが不十分だった。

女性患者Ａは現在隔離中であるが日中時間開放している。常に妄想的発言はあり、気になること
を言葉で伝えることの大切さをさらに念を押し、行動化しない指導をするとともに、観察も十分にし
ていきたい。
転床時のボデイチェックを徹底させる。

普段と変わらぬ様子で離院の予測は困難であった。

病状把握に努めること。（今回は予測が困難であり対策は立てにくい）。

物理的な環境や設備上の問題点
マニュアルどおりの作業がされていなかった。

訓練する作業環境の整備 介助者は恒に不測の事態に対応できるよう訓練
師長に報告し、直ちに他病棟にも連絡がされ、注意を促した。

確認不足

離棟のリスクのある患者の場合には、スタッフが入り口付近から不在となる場合には、鍵をあけた
ままにしない
師長が他病棟に連絡し、注意を促す。○/18から一方がオムツ倉庫に移動となる。

ウエスは、黄色袋の中、オシボリは白、コンテナの中と決まっているのに､確認が不十分だった。
清拭用ウエスと普通のオシボリを置く場所が同じ庫内にあるため、コンテナと袋をちがって設置し
ても同じような間違いが発生する可能性はある。
病棟で、資料を調整する際まちがって入れてしまった。
資料袋に入れる際の確認、退院時の資料袋の点検などをきちんと行なう。
確認不足。情報共有のあり方。

自分の業務以外の仕事をする時は必ず担当に確認し、情報をもらう。ムンテラ時には家族からも
名乗ってもらい、医師からも確認の上、説明してもらう。

麻酔器の立ち上げの際に、最後まで確認し、エラーがあれば改善するということや、麻酔器を立ち 複数の仕事にあたった際には優先順位をしっかり考えて行動すること、一つ一つの仕事を確実に
上げる事がどれほど重要かという認識が低かったために、優先順位を考えられず、他の仕事を受 行うようにすることを意識し、仕事をするように気をつける。
け、今回の事故につながったと考えられる。

感染症患者の認識が甘かった 手順があやふやであった 手術がおわってほっとしてしまい 集
中力がとぎれていた様だ 手術にかかわる看護師の一人の責任 負担が重い
急いでいたことと、右上肢挙上と頭ではわかっていたが確認不足のため行ってしまった。

手順のみなおし 看護師の自覚

急いでいても、確認して行わなければならない。今回は固定時に発見されたため、事故には至ら
なかったが、そのまま手術がおこなわれたら重大な事故につながっていた。自分以外の部屋には
いる人にも、どちら側か伝えることと、自分の間違いを防ぐため、患側には患側ようの固定器具、
健側には健側の固定器具を準備し、行っていく。
外科開腹オペ後、リネンをはがしたところ、側腹部にネグミンによる色素沈着・発赤がみられた。 全身麻酔下での開腹オペで、ネグミンを使用した。イソジン除けを使用していたが、防ぐ事はでき Dr．報告し、確認してもらった。病棟に申し送りをし、今後の経過を依頼した。
なかった。
外科外来に点滴目的で来院患者に指示の点滴施行時カルテ指示の内容と異なり、薬品（強ミノ） 医師がカルテの指示どおりにオーダー入力しなかった。間違えた。 看護師は点滴施行時カルテ カルテとオーダー画面、注射箋の照合後施行の原則を厳守する。医師の指示がカルテにその都
一種類不足のオーダーが入っていなかった。当日不足に気付かず点滴施行。○月24日カルテの の指示とオーダー画面の照合を充分行わずオーダー指示（注射箋）のまま不足に気付かなかっ 度記載があること、オーダー内容がカルテ通りであることを確認する。
指示とオーダー内容と異なることに気付きパソコン画面で確認した所不足のまま施行したことが発 た。
覚した。
外科外来よりS状結腸切除後のフォロー目的でCFの依頼あり、施行した。横行結腸より挿入困難 1.今回トータルCFが出来なかったこと。2.検査室がにとって快適な温度でなかった。3.外科外来で 検査の技術を向上させる。患者がなるべく快適に検査を受けられるよう温度など環境を工夫する。
となり、CF開始より約30分で上司と交替したが、やはり挿入困難であったため、横行結腸より口側 CF施行医の希望を伝えたが希望どおりでなかったこと。
患者の希望など必要事項の連絡を徹底する。
は注腸造影で確認する方針としたところ患者が怒り始めた。直ちに検査を中止して欲しいといわれ
検査を続けるのが困難となり終了した。不満の原因として、以前はもっと短時間でトータルCFがで
きたということと、外科外来でCFの施行医の希望をしたにもかかわらず希望通りでなかった、検査
室が寒かった、以上3点を訴えられた。
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具体的内容
外科外来より抗ガン剤（ﾀｷｿｰﾙ）の指示有り、11:45頃、薬局より薬剤が来たので、A準看護師は普
通の輸液セットで準備していた。B準看護師より専用の輸液セットの指摘を受けた。B準看護師が
ICUに「当該輸液ポンプのﾐﾘｽﾛｰﾙで使うセットを送って下さい」と誤って依頼した。12:00頃、ｾｯﾄ準
備し医師が静脈留置針を挿入した時、患者からの指摘で専用ｾｯﾄでないことに気づき、薬局に走
り接続した。患者に謝罪したが不信感を与えてしまった。
外科外来患者に着替えをしたもらう為、更衣室のドアをノックせずに開けた所、中には透析患者が
着替えをしていた。すぐに謝罪をしドアを閉めた。5日目に外来受診があり、そこで外来看護師に
苦情を話された。（ベテラン看護師なのに謝罪がなかった。）
外科術後の患者で、強く創部痛を訴えており、それを聞いていた看護師が創痛時の指示であるペ
ンタジンとアタラックスＰを用意した。アンプルを開けて注射器で２Ａ吸った後にアンプル名を確認し
たところ、ペンタジンではなくレペタンであった。準備した看護師も気付かすにいた。リーダー、上司
に間違えて注射器で吸ってしまったことを報告した。
外科診察後、入院予定となり看護師が「総合受付にて入院説明を受けて下さい」と説明し、基本
ｶｰﾄﾞを渡した。医師より「そこでお待ち下さい」と言われたことで、会計後に再度、説明があると思
い、1.5h位待たせてしまった。
外科診察終了後、薬の内容が違うと問い合わせがきた。患者が精算を済ませ薬局で薬を受け
取ったが、その患者はＭＳコンチンだけの処方に対し、診察していない内科からの薬も薬局から手
渡されていた。
外科転科の患者に外科の面談予定日が説明されていなくて家族と連絡が取れなかった。
外科当直医にコールし、マニュアルに従い頭部CT施行。顔面X-Pも施行、問題なし。
外科当直医に連絡。外傷消毒ガーゼ保護。頭部XーP、頭部CT施行。様子観察する。

背景・要因
薬剤と共に専用の輸液セットが発注されることになったいるが、薬剤部が忘れている。専用輸液
セットを薬剤部に依頼せず、自分の所属の1ICに間違った専用の輸液セットを依頼している。A準
看護師は専用の輸液セットが必要であることは知っていたが、その薬剤は３本目だから最初は普
通の輸液セットでいいと思った。A・B準看護師は専用の輸液セットの意義が曖昧で理解できてい
ない。
器械出しだったが、外回り看護師が不在だったため、患者確認をし、更衣室に案内する所であっ
た。更衣室をノックせずにドアを開けてしまったために、着替えをしていた透析患者がおり、すぐに
謝罪をしドアを閉めた。
薬剤を金庫から取り出す際の確認、およびアンプルカットする前の確認ができていなかった。

改善策
薬局は薬剤に専用ｾｯﾄの表示をして、薬剤と共に専用ｾｯﾄを渡す。病棟には専用輸液セットは定
数本数以外は配置しない。専用ｾｯﾄと薬剤の写真を各部署に掲示し、情報を共有する。専用ｾｯﾄ
の意義を理解した上で輸液準備をする。新人の教育及び指導体制の徹底。
更衣室に案内する時には必ずノックをし確認をする。ドアに必ずノックするように表示する。
今回患者に使用する前に発見され、事故にはならなかったが、薬剤使用時のルールを守らなかっ
たことによると思われる。思い込みをやめ、注射使用時のルールをしっかり守り、ダブルチェックを
確実に行い再発防止に努めるよう指導した。

医師の診察後の説明不足「看護師が説明しますから、そこでお待ち下さい」。対応した看護師も
「総合受付での入院説明後、帰宅しても良いことの説明が不足している。

本日はは○○で終わりであることまで、患者が分かるように説明する。

患者確認ができていない。

患者に名前を名乗っていただき確認を行う。

受け持ち看護師が患者様に先生から説明があり家族と連絡取れていると思った。
観察が不十分だった。
ラウンド時の観察を十分に行っていなかった。

確認の声がけをする。（転科前日）
患者に、転倒・転落の危険性について、常に説明しておく。
ラウンド時、観察を十分行う。排泄時、看護師が介助を行うので、必ずナースコールするよう指導
する。
外科入院の患者で、入院時一般の胸部２Ｒ、腹部立位臥位の撮影を行う。 撮影終了後、患者に 危険の予測と安全確認を絶えず考えて行動する。 患者の行動を予測していなかった。 安全の 危険の予測と安全確認を絶えず考えて行動する。 ドアに開ける時の注意事項を明記する。 床
は着替えをしてもらいつつ、次は心電図があることを伝え、基本伝票を持って行くように、伝えたが 確認不足。 一般撮影室のドアが開き戸である為、開け方によっては人に当たってしまう。
にドアの開く範囲を標し、危険である事を意識付けする。 ドアを開き戸から引き戸に変える。 病
理解できていないような感じであったため、家族に説明しようと思いドアを半分開けた時、着替え
院全体を考えてみても、開き戸が多いので、ドアを開ける時の注意の意識付けをするためにポス
途中の患者が「ありがとうございました」と言いつつ急に振り向き外に出る為に、ドアの方に一歩踏
ターを考え、貼る事とする。 また、ローカの角での接触を防ぐため、同じようにポスターを貼り注意
み出した。 ドアを開けたのと振り向いて一歩踏み出したのが同時となり、頭を打って打撲と裂傷を
を促す事とする。
おってしまった。 直ちに椅子に座ってもらい、ガーゼを取りに行き、患部を押さえてもらいつつ、処
置室に連絡し看護師が対応し、外科の医師に診察してもらい、傷にステリーステリプトテープを貼
り処置をし、頭部の撮影をしたが，異常はなかった。
外傷、打撲の発赤や疼痛の有無を全身確認した
便意もあり見守りに時間がかかると思い介護職員が離れてしまった。当直明けの人手が少なく、 見守り時は最後まで離れない
非常に忙しい時間帯であった。
外傷後の疼痛あり、４時頃、ｲﾝﾀﾞｼﾝ座薬挿入。５時２０分観察時、胃ｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞが抜かれているの 外傷後のICU入室に伴う不穏状態となる危険性を考え、頻回の観察必要。
頻回の観察。医師と胃ﾁｭｰﾌﾞの適切な抜去の時期を相談する。
を発見。主治医に報告後、様子観察となる。
外傷性ＳＡＨ，てんかん、慢性硬膜下血腫にて急性期治療が終わり、リハビリテーション病棟に転 夜勤の人手の少ない時間帯の業務の問題 監視の強化の問題
うーご君、ナースコールマットの設置。
科した患者。向精神薬服用するも効なく、どなるなどの意識障害に対応苦慮している。6時には、
病室でベット上臥床していたが、6時45分に訪室すると、ベットの右横床に座っていた。特に外傷は
なし（一人で、トランスできる患者さんではない）
外傷性血気胸の患者さんで、胸腔ドレナージを施行していた。朝6時に、トラカールのメラの交換を 新人の教育の問題
初めて行う業務の際には、根拠を含めた指導の徹底（必ず、ついてやらせる）
する際、クランプをしなければならないことを知らず、クランプをしないで、排液を捨て、新しいマラ
に交換した。夜勤の先輩看護師に、「クランプをしてやった？」と聞かれ、誤りに気付いた。
外傷性脳出血後の患者が、病室のトイレ前に立っていた為、危険と考え患者の立位を介助しﾍﾞﾂﾄ 普段より歩行可能な患者であるが、全面介助を要する時もあり、身体状況的に自立歩行への過 ＡＤＬの拡大しつつある時期こそ、可能性を考慮し慎重に患者の安全に努める観察を行う。
へ戻ろうとした。その時に、患者の下肢脱力があり、腰部を支えていたが、患者は崩れるように座 渡期であった。歩行不安定時の介助が、しっかり出来ていなかった。
り込んでしまった。後日、腰部の痛み持続し整形外科受診。腰椎圧迫骨折と診断される。
外人さんで片言の日本語しかできない方。神経内科の基本ファイルを持っていて撮影室内でまご 親切心によるミス、その場合でも慎重に。
相手が外人でも普段どうりにやる。
まごされていたので、耳鼻科のファイルと両方受け取った。撮影後耳鼻科のファイルのみ渡した。
神経内科のファイルが残っているのを事務員が見つけ、それをもって２階の会計へ行くとそのファ
イルを探していた。
外注ＨＣＶ抗体の入力落とし。 再チェック時に発見し検査落ちは未然に防げた事例。
依頼用紙の離れた場所のＨＣＶの依頼の丸の見落とし。
依頼書全体をよく見直すこと。 入力後の再確認の徹底。
外注依頼（ＯＭＬ）処理時に実際の分注検体数と依頼リストの検体数が合わない。 検索すると、２ 予約依頼時に外注ラベルを誤って廃棄したものと思われる。
予約依頼処理時に外注ラベルのまま放置せず、外注ラベルを外注試験管に貼り、試験管立てに
名分の予約依頼外注ラベル紛失によるもであった。 項目は、血中ＣＰＲであり、同じ検体につい
立てて待機収納するよう改善する。
て他に尿中Ａｌｂ／Ｃｒｅの依頼があるが、この項目の外注ラベルはあり、検体も分注されていた。
血中ＣＰＲの外注ラベルを再発行して処理をした。
外注依頼の際、Ａの集材者より検体にＢ社のラベルが貼付されていると指摘を受ける。 再度、 指摘を受けた患者は外注業者Ａ・Ｂ両社に検査依頼があったため、スピッツに貼るラベルを貼り間 スピッツにラベルを貼る際、分注する際、名前だけでなく外注依頼先も必ず確認する。
ラベルを出し直し、検体を分注し直して提出した。
違えたことに気付かず、検体を分注し提出していた。
外注検査、伝票を書き忘れたため、集配できなかった。 検査結果報告が遅れた。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認を徹底すること Wチェックをする
外注検査の1項目（CA19-9）の依頼を入力できていなかった。 検査科内のチェックでも気付か
依頼入力者の注意不足。 チェック者の注意不足。
残っている依頼伝票にはCA19-9の横に確かにチェックマークがあるが、実際は依頼されていな
ず、医事科からレセプト作業中に結果がないため指摘を受けた。 その後外来受診しているが指
かった。 思い込みによるものだろうか？ チェックの精度を上げる必要はある。 チェック時に気
示医も気付かず今日に至る。
付けないケースが今後減らなければ積極的な対応が必要と考えるが、今の段階で具体的方法が
浮かばない。
外注検査の検査結果の報告が遅れた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認の徹底
外注検査の試験管を準備する際、指定と違った試験管にラベルを添付、採血時にも間違いに気 ラベル情報から、簡単に、対応する採取容器を選ぶことが難しい状態であった。
現在、外注検査のラベルには採取容器情報と外注会社が表示されている。このラベル情報から、
がつかなかった。医局用として同時に採血をした検体があり、外注用に充てることが出来たため、
簡単に、対応する採取容器を選ぶことが難しい状態であったことが判明したため、簡易対応図を
患者から再度採血をすることはなく対応が出来た。
作成した。また、指示を受け、準備する者は、検体取り違え防止の観点から、他の試験管と合わせ
て１患者１トレイとし、検体採取シートを用いて確認をすることが原則である。
外注検査業者から直接訪問により当院で受託した内視鏡依頼のヘリコバクターピロリ用組織検体 検査開始に至るまでの検体保管管理体制の不備 ワークシートと検体照合の確認の不徹底
受付から検査室までの検体保存ケースの改良 検査開始に至るまでの保管場所の改善 検体確
を検査過程で紛失
認では検査に入る前と前処理後のワークシートと検体照合を行い記録に残す 重複チェックを行う
外泊から帰院された患者様の朝食を配膳しなかった。原因は、前日食札処理者が外泊連絡メモ 食札処理者、早番スタッフ、配膳チェック者の当事者は、確認の不徹底が問題。当事者は不在時 毎日の確認事項は慎重におこないます。 （担当者のみならず、スタッフ全員が責任をもってミスな
の確認を的確に行わずミスをおかした。当日早番スタッフが外泊連絡メモの確認を確実に行わ
の対応を的確に行なう必要があった。""
く食事を提供するという意識をもって業務にあたるよう指導を要請し、またミスを発見する意識の充
ず、前日処理者のミスを発見できなかった。朝食配膳チェック者が急用で不在だった為チェック機
実を要請しました。食事と薬とは同じ考えでいなければなりません。うっかりが多いと、その職場に
能が働かずミスの発見ができなかった。
適切な人ではなくなります。 "
外泊から帰院時、患者本人から「昨日の就寝薬を飲み忘れた」と報告あり。
患者は外泊中、自宅でテレビを見ていた所、就寝薬を飲み忘れたとの事で、テレビに夢中になり ・日頃から夕食後すぐ自床で横臥せず、就寝薬服用後入床する、寝る前にもう一度内服薬の飲み
準備した就寝薬を飲み忘れたのではないかと思われる。服薬の重要性について少し欠けていた 忘れがないか確認するよう指導する。 ・家族にも服薬管理がしっかりできているか外泊時には必
のではないだろうかと考えられる。
ず確認してもらうよう指導が必要と思われる。

224

5483

5484
5485
5486
5487
5488
5489

5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498

5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508

5509
5510

5511

5512
5513
5514

具体的内容
外泊から帰院時、患者本人より「歩かれなくなった」と息子に付き添われ帰院される。息子より昨
日外泊に行き、墓参りに行った際に車を降りた後、バランスを崩し転倒したと報告あり。患者本人
は苦痛に満ちた表情を見せないが、左股関節と左大腿部に痛みを訴えている。血圧は１５８／９４
ｍｍＨｇ自力歩行は不可である。
外泊から戻られて、空になったはずの薬袋と伝票を受け取った。薬は全部飲んだとのことだった
が、薬袋を確認すると薬が１つ落ち、さらにもう１つ袋の中にあった。
外泊する患者に内服薬を持って帰ってもらったが、１回分不足があった。

背景・要因
改善策
病棟内では年齢の割に歩行はしっかりしており、外泊に行く際もそのような日常の歩行状況が頭 ・日直医に診察を依頼し、明日のレントゲン撮影、本日は湿布薬貼付にて安静の指示を受ける。
の中にあり、家族に注意を呼びかけなかった事が今回の事故につながったのではないかと思わ ・自床横にポータブルトイレの設置
れる。

外来カルテに他の患者の自己血伝票が貼ってあることに気が付いた。
外来カルテの「氏名札」に氏名を書き込む際に誤って記載。患者の名前は『Ａ』であるが『Ｂ』になっ
ていた。一字違いであったが、６ヶ月間修正されることはなかった。その間の外来診療も実施され
ていたが、本来のＡさんのカルテが活用され、期間内において誤与薬等の患者への影響はなかっ
た。
外来カルテの所在場所を明確にしていなかったために、外来通院患者の家族より緊急の問い合
わせにすぐ対応出来ずに手間取った。
外来でＣＦの予約をした際、患者がドルナーを服用しており、それが抗凝固剤であるという知識が
不足しており、患者にドルナーの内服を中止するよう説明しなかった。本日、ＣＦでポリープがあっ
たが、切除できなかったと検査部より報告を受けた
外来でKN3B500ｍｌ 40ｍｌ/ｈで点滴していた患者がそのまま入院になった。入院指示で点滴速度
が70ｍｌ/ｈへ変更されたが、病棟で点滴を更新する際、滴下速度が変更されず、40ｍｌ/ｈのまま約
２時間実施された。点滴の内容は変わらないので患者への影響は特に無かった。
外来できた患者の伝票は、入院や健診できた方と違って検査が終わってすぐ医事課にもっていく
ことになっているが、持っていかずに入院患者と同じように伝票を放射線室の箱の中に入れてしま
い、医事課の方がそれをみつけ請求漏れがわかった。
外来ですでに終わっていた検査を入院後も重複して実施した。
外来での小手術の後、膣内のガーゼを抜去する指示を受けた看護師がガーゼを抜去を忘れて患
者をそのまま帰宅させる。 その後、処置を忘れていた事に気づき、患者に連絡し、来院させガー
ゼを抜去。

不注意
新入院患者のカルテ作成経過におけるチェックシステムの問題 情報伝達のあり方の問題

薬が残っていたのを気づかなかった様子。

飲んだ後は袋の中をもう一度確認するようお願いする。

外泊の薬を準備する際に、定期処方日で複数の人間が薬セットを行っていた。患者の配薬ケース 慌てず、確認を行う。２人で確認する。
から取り出すときに、１週間分のケースの中に残薬があったため混乱し、患者に渡す回数を誤っ
て数えて準備した。患者が待っていたので、慌てていた。
外泊のための薬を用意していたところ、１０月１日から定時に入る臨時薬をダブってつけようとし
○月の終わりから翌月の初めにかけての外泊で、しかも定時薬の切り替え時だったため、うっかり 定期処方の切り替え時期にかかる外泊等の場合は、特に処方・指示欄等の再確認を徹底する。
た。一緒に確認を行なっていた看護師が気づき、やり直した。
臨時薬がダブりそうになってしまった。
今回はダブルでのチェックが奏効したケースだが原則として複数での作業を継続していく
外泊の患者が、詰所に寄らずに病院を出て、自宅に着いてから「薬を持って帰るのを忘れたので、 外泊患者は、詰所に寄られるものと思っていた。
外出・外泊の前後は、看護師に声をかけて頂くよう指導を徹底する。 当日は、朝一番に薬など必
届けてほしい」と電話あり。しかし、病院が薬を配達の途中に、患者が取りに来られた。
要なものを渡して説明する。
外泊の患者に、１種類内服薬を渡し忘れた。
薬袋の下にあったのを気づかなかった。
外泊が分かった時点で準備する。 カルテと照合し、確認する。
外泊の日数が決まっておらずその場で決め用意していた。夜勤で他ｐｔが眠前薬をくれと落ち着か 初の外泊であるが、９泊したいと言われ焦り、先輩に相談しながら何とか３泊４日を２回にしても 長期の外泊と言うことでしっかりと薬の確認が出来るように、先に眠剤の与薬を済ませる。家人が
ず待っていてもらっていたのもあり慌てていた。不眠時の指示が変わっていることに気付かず、前 らったが、他ｐｔにも眠剤を予定より早くから要求され、自分自身がとにかくく焦ってしまって確認が 来られた時にすぐ外泊の日数を相談し、患者が荷物の用意をしている間に余裕を持って薬の準備
の指示であるベゲタミンＢのみを渡し、デパスを渡し忘れてしまった。強力ポステリザンを座薬と同 不十分だった。
を行う。
じ数しか渡さず、朝の分３回分と、体に塗る軟膏を渡し忘れてしまった。
外泊患者に渡っていなければならないソルメドロールの内服薬が渡っていないことを発見した。外 いつ処方されたか、いつ処方薬が病棟に届いたか明確ではなかった。各勤務で指示を確認する 外泊時内服薬持参の確認をする。
泊当日から処方が変更になっていた。２日間の外泊中は薬を内服していなかったが、発作は見ら 必要があった。外泊時内服の持参の確認をしなかった。患者の言葉のみを信用してしまった。
れなかった。本来は外泊の当日よりソルメドロールを５Ｔから４Ｔに減量の予定だった。
外泊時の投薬日数間違い
担当看護師との日にち間違い、外泊ボード間違い
薬セット時の外泊証での日数確認、ボード内容の１日１回皆で確認
外泊時下剤を渡し忘れ、排便困難になり家族より電話連絡が入り渡し忘れに気づいた。
外泊薬の準備時、持参薬を書き出しているが、その際下剤を転記しなかった為看護師2名で確認 カルテと処方箋を看護師２名で確認して渡す。外泊時の家族指導を行ない家族と確認する。
したが気づかなかった。日常生活について家族指導をしなかったため便秘、下剤について気づか
なかった。
外泊時抗痙攣薬を渡すのを忘れ家族から連絡が有り郵送した。
外泊チェックリストを活用することを知らず、冷蔵庫に入っていた抗痙攣薬を忘れていることに気 外泊チェックリストを活用し準備し、他の看護師とダブルチェックする時は外泊チェックリストの活用
づかなかった。他の看護師とダブルチェックをした際に気づかなかった。
するよう周知する。外泊チェックリストに抗痙攣薬が入っていることを明記する。
外泊時食前薬の持たせ忘れ
思い込みで確認が不十分であった
外泊薬準備時、また持たせる際の確認時患者と共に処方箋で確認する事の徹底。食前薬と食後
薬の保管場所が別になっていたので同じ保管場所にすることにした。
外泊時内服薬を渡したが、帰室時薬の内容と薬包が間違っていた。
２種類の薬が間違った袋に入っていた。
１．内服薬の入院時確認と指導（困難時の薬剤師依頼）２．外泊時の薬の内容、量の確認と説明
（家族も含めて）
外泊予定で、内服・吸入薬は渡したが、ホクナリンテープを持たせるのを忘れた
・内服のことばかり頭にあり、外用薬をすっかり忘れた ・管理上、内服薬と外用薬が別のところに Ｗチェックで他のＮｓに確認してもらう
保管されている ・１人で用意をした
外泊予定の患者に、外泊期間分の薬を準備したときに、輸液セットのあき袋に内服薬を入れて手 輸液セットのあき袋に針が入っているかもしれないという認識が無かった。その為、中を確認せず 外泊期間分の薬を準備するときは、点滴のあき袋を利用せずに、薬袋か封筒を使用する。
渡した。患者に外泊先から、キャップ付きの注射針が１本入っていたと指摘を受けた。
に薬を入れて渡してしまった。
外泊予定の患者の家族が予定時刻より早く迎えに来た為、朝の定時薬の与薬を忘れ、そのまま 入職４ヶ月めで、外泊時の手順が熟知されていなかった事と、予定時刻より早く外泊の迎えに来 業務が重なった場合等の優先順位を考慮する新人教育と、外泊のマニュアル・手順を一つ一つ振
外泊に出してしまった。与薬時間に発見し、当直医報告、家族へ電話連絡し状況を話し、外泊に た為、同時刻に退院者があり、その対応にもおわれ慌てた様子である。
り返り確認する事。
持参した分から定時薬服用する事を説明する。症状変化なく予定日に外泊より帰院する。
外泊用の薬を渡し忘れた。患者が自己管理している薬と看護師管理の薬とがあった。外泊する際 確認不足。 患者への指導不足 外泊時のチェック不備
外泊時のチェックの見直し
に看護師管理に薬を渡しわすれた。患者が外泊する際に確認したが、「薬は持っている」といった
ので、薬を渡したと思っていた。
外部委託検体検査報告書を整理時、健さ結果値が通常ありえない検体を発見する。不思議に思 伝票オーダーを検査技師が検査システムに入力する際、入力ミスした。
伝票依頼の検体検査項目でオーダー件数の多いものはオーダー画面に載せる方向で検討
いオーダー伝票を確認すると、オーダーされた項目と違っているのを発見する。
外用薬を塗布する際に、液が綿棒から垂れて患者の目に入った。すぐに流水洗浄を行った。痛み 慣れた行為で慎重さに欠けていた。
慣れた好意でも毎回慎重に行う。液垂れを起こしても、目に入らないような体位で行う。
の訴えはなかったが違和感があるとのことで眼科を受診させた。眼科的に異常所見がなく、経過
観察することにした。
外来ｏｐｅにて入室しモニタリングした。その後、Ｄｒが触診したが、腫瘤が触れないとのことで、エ 患者に自覚症状を確認したところ、受診後自覚症状消失し、しこりも気にならなくなった、とのこと 患者に自覚症状を確認したところ、受診後自覚症状消失し、しこりも気にならなくなった、とのこと
コー施行した。エコー上も腫瘤確認できず、ｏｐｅを中止とした。
で、本人にオペが必要なくなったことをムンテラし、同意を得て中止とした。
で、本人にオペが必要なくなったことをムンテラし、同意を得て中止とした。
外来ＯＰ患者のカルテ・ＣＴが、ＯＰ終了后に、麻酔科依頼終了后のカルテ・ＣＴに混じって病棟へ 60cmの狭い棚の上に、外来用と病棟用と左右の区別だけで置いておく習慣であった。
・手術室のカルテフィルムの管理マニュアルの作成（明文化） ・病棟カルテ類と外来カルテ類の保
返送されてしまった。
管場所を別々に分けた
外来からの血液型検査用検体の記入のあった血液型と検査結果が不一致であった。
原因は、医師に依頼され記載した外来担当看護師が誤記入したためであった。
血液型の判定はダブルチェックを行うことを原則としている。そのため、「医師は、採血時、血液型
の判定を行い、その結果を検体ラベルに記入する」という院内のルールがあり、その遵守が必要
とされた。
外来からの点滴内容のまま施行されており、途中で気づく。伝票にサインなく、情報交換不足
いつもの指示と思い込みもあった。 伝票での指示送りがなかった
伝票での指示送りをきちんと行う
外来カルテに「病棟に忘れ物あり」とメモが付いていたが、病棟に連絡すると「何のことかわからな 患者の忘れ物を管理するシステム・部署がなく責任があいまいになっているため。
忘れ物があった場合の対処方法を決めたいと考えている。
い」との返事だった。 家族に連絡してあるかも分からず聞いたところ「知らない」との答えだった。
外来看護師全員に師長より報告書の内容を説明し再度指導した。
カルテ作成時の医事と外来看護師によるダブルチェックシステムを義務付けた

検査結果が異常値であった為に主治医に報告する為にカルテを外来に持ち出していた。医事の 検査結果の異常値を報告するときは速やかに行い、カルテは１７時までに医事へ戻す。翌日の検
受付けカウンターにメモを貼っていたが、当直者に申し送りはされていなかった。
査準備は検査伝票と検査シグナルをカルテにはさみ、カルテを所定の場所へ戻す。
抗凝固剤のリストの例にドルナーが記載されていなかった。本、看護師は知識不足でドルナーが ドルナーを記載したオリエンテーション用紙に作り変える スタッフへの再教育をする
抗凝固剤だと知らなかった
患者が病棟に上がってきた際検査係が患者を病室に案内した。その時外来看護師から点滴は40 実施者と指示受け者が異なった為ミスが起こった。本来実施者も指示内容を確認してから行うよう
ｍｌ/ｈですと申し受ける。点滴が残り少なかった為更新した。その際ボトルには患者名・滴数など になっている。ルールが守られていなかった。情報伝達ミスを防ぐ為コミュニケーションをとる。
はまだ書き込まれていなかった。口頭でも滴数の変更は無かった。 情報伝達ミス。
他のことに気をとられていた。入院患者、健診患者用の医事箋箱に入れてしまった。確認ミス。
CTは必ず写真と医事箋をもって放射線室を出る。入院患者も同じように写真と医事箋をもって部
屋を出る。CTをもった方は全てすぐに医事箋を出すようにする。
診療録に検査伝票が貼ってあるのに確認を怠った.
指示受けを忘れない。 複数で指示の内容を確認、実行。
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外来からの申し送りを確実に受け、診療録を確認し再度チェックをしてから病棟での処置を行う。
上記２）の要因の再徹底。
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具体的内容
背景・要因
外来では自己管理でヂュロッテップパッチを貼用していた患者。入院時、1枚貼られているのを確 患者の自己管理薬としてあったもので、不可抗力
認した｡翌日、交換時には、2枚貼用されていた。患者に問うも、｢貼ったかどうかわからない｣と返
答される。意識レベルが落ちてきていた状況にある。
外来でビラセプト錠を服用中の患者が短期入院入院し、土曜日の当直時に退院時処方としてメテ 当直者は調剤時、外来でビラセプト錠を服用中であることを知らなかった。また、警告リストが出さ
ナリン錠が３日分処方された。両剤は併用禁忌であり、薬剤部のチェックシステムで警告リストが れていることに気付かなかったため医師に確認をしていなかった。また、医師も併用禁忌であるこ
プリントアウトされたが、当直者は気付かずに調剤。月曜日に他の薬剤師が気付き医師に連絡し とを知らなかった。
服用中止となったが、患者は退院後２日間服用。患者に影響は見られなかった。
外来で医者がムコソルバンＬと処方するところをムコスタＬと記載してしまい、薬局から問い合わせ ・字が読みにくかった。 ・確認不足だった。
せずそのままムコスタを投薬してしまった。 後日別の医者に受診をした時、痰が切れないと訴え
があり別の薬剤に変更になった。薬局で変更になった事を説明するともらっていないという患者の
話で発覚する。
外来で検査項目の入力ミスで、検査が別の日時になっていた。
指示確認を画面上見ずに、患者に説明を行ってしまった。
外来で採血を行ったが、採血量が足らず、不足したスピッツ（検体容器）の検査分を取る為、もう一 知識不足。 業務について一人では十分行えないのに一人で行った
度採血をしようと医師に確認を取ると不足分の検査は中止となった。
外来で持続点滴を開始してきた入院患者が検査に移動することになり、点滴の残りが少なくなって 検査に呼ばれてあわてていたため、注射伝票と薬剤の照合を怠った。
いたので、次の点滴を持ち、検査室でつないだ。病室に戻って点滴の指示を確認すると、指示と違
う薬剤をつないだことに気づいた。
外来で診察終了し会計入力するところを、入力済のカルテと一緒にしてしまい，事務室に戻してし 会計入力時の業務手順・チェックの仕組みマニュアルがない。
まった。会計担当者から、「会計を待っている」と連絡を受け気づく。診察後、会計までだいぶ待た
せてしまった。
外来で全腹部ＣＴ撮影後に入院となった患者に対して、翌日２階病棟より再度同一部位への撮影 ＣＴ撮影の重複依頼
依頼があった。
外来で点滴をしていたが改善せず、入院となり点滴更新する際名前を書き間違え病棟に着くまで 業務手順確認
に他看護師が気がつき患者に謝罪し書き直した。
外来で点滴を受けておられた患者様から「腰に痛み止めの貼り薬を貼ってほしい」と依頼された。 知識不足、デュロテップパッチの知識がなかった。 確認不足
患者が指示したバッグから薬を出して「これでよいのか」と確認したところ「よい」と言われ「いつも２
枚貼っているので２枚貼ってほしい」と言われ腰に２枚貼った。２時間後に他の看護師が点滴を抜
針するために患者のもとに行き、デュロテップパッチの袋が捨ててあるのを見て間違えて貼った事
が発見された。
外来で点滴施行し、そのまま入院となった。外来からの点滴ボトルには３０ｍＬ／ｈと書かれていた ・指示箋の未確認 ・外来と病棟間の連絡の不備
ため、輸液ポンプをそのようにセットした。点滴終了し、次のボトルを追加する際、入院時の指示箋
には４０ｍＬ／ｈと記載されていたことに気づいた。
外来で動注化学療法を受けている患者。ジェムザールをシリンジポンプで投与した後、シュア
三方活栓の接続がはずれたが、ロック式のためそのロックの確認が不十分
ピューザーにて５ＦＵに切り替え、すぐに外出した。2時間半で帰院され、出血していると訴えられ
た。確認されとコアレスニードルと三方活栓の接続がはずれ、逆血していた。出血量は少量で患者
に問題はなかった
外来で入院時検査が終わり、病棟に案内しようとした時、入院のカルテファイルの紛失に気づい カルテフィルムなどの保管管理の問題
た。本日入院した患者の病棟を回り確認したら、他の患者のファイルに混じっていた。
外来で入院予定のため入院説明と、手術前（中絶）の採血について説明した。処置室で採血する 確認不足。検査説明不足。
よう、伝票を渡したが、採血しないで帰宅した。本人希望で入院は１週間後となったが、予定通り
入院し、退院となった。医師がカルテを確認時、採血伝票がないことがわかった。
外来において、アルサルミン細粒（1ｇ／包）２包処方のところ、アルサルミン液（１０ｍL／包）を調 同一成分薬で剤型違いの間違いであり、細粒の方がよく処方されるため、処方をよく読まず思い
剤。監査でも気付かず通してしまった。患者はしばらく服用したが胸の辺りが少しムカムカするとの 込みによるものと思われる。配置的には離れているため取り違いではないと思われる。
ことで、再診日に医師に話し薬剤部に連絡があり間違いがわかった。患者に影響は見られていな
い。
外来にて、MS冷シップの処方だったが、薬剤師が思い込みでモーラステープを調剤し、投薬してし ・確認不足 ・思い込み(モーラステープの方が処方される頻度が高かった) ・説明不足
まった。それから１ヶ月後の診察の時に患者のから主治医に報告があり発覚する。
外来にて、ニトロダームと眠前の薬(グラマリール(25))を渡し忘れた。帰宅後、患者の家族から連 一包化にしていた患者で、その日からグラマリール(25)が追加になり今回からヨーデルと一緒に分
絡があり発覚する。(眠前の薬にはヨーデルも処方されていた。)
包するかしないかを説明するのに気を取られていた。
外来にて、メバロチン(5)を1回２錠ずつ服用するように処方されていたが、入力が1回１錠ずつに ・確認不足(カルテとの照合ミス) ・思い込み(当院では1回１錠ずつ処方されることが多かった) ・
なっており気づかず調剤、与薬してしまった。後日患者からの訴えがあり発覚する。
昼の休憩時間帯で人が少なかったため、一人で調剤、投薬をしてしまった。
外来にてアムロジン(2.5)をアムロジン(5)を調剤し、与薬してしまった。
・夜診の時で一人で調剤し、投薬した。 ・多忙であった。
外来にてエンシュアリキッド(コーヒー)を1日2個15日分処方されており、30個渡さないといけないと 確認不足
ころ15個しか渡してなかった。帰宅後患者の家族から連絡があり発覚する。
外来にてカルスロット(10)が処方されていたが、カルスロット(20)を調剤し、投薬してしまった。
・確認不足 ・カルスロット(20)の方が使用頻度が高かった。
外来にてクラビット細粒が3ｇ分37日分処方されていたが、思い込みで3日分しか投薬しなかった。
(入力は7日分であった。)次の日に患者の家族が気づき発覚する。
外来にてマーロックス懸濁内服用(1包1.2ｇ)が3包分3で処方されていたのに処方箋が4包分4で入
力されていた。それに気づかず、そのまま調剤、与薬してしまった。
外来にてモーラステープを渡し忘れてしまった。 その日は臨時でメリスロン(12)も処方されてお
り、その事に気をとられていた。後日家族から連絡があり発覚する。
外来にてヨーデルを渡し忘れた。
外来にてリーバクトが前回から中止になっていたはずが、処方箋に入力されていたので調べてみ
たところ、前回分の入力ミスによりリーバクトが処方されたままになっていた。薬剤師も気づかずそ
のまま調剤し投薬してしまった。 その間(2週間)患者はリーバクトを服用しつづけていた。
外来にて今回からデパケンR(200)4錠分2に変更になっていたが、処方箋の入力が前回のまま(6
錠分2)になっていたのを気づかず調剤し与薬してしまった。保険請求の確認時に発覚し、主治医
に報告した後患者宅に用量変更と返金等の説明に行った。
外来にて手術の説明を患者に行った。その後病棟へ連絡する為の伝達版に記載する手順となっ
ていたが、記載するのを忘れてしまった。手術日の３日前に医師が記載した伝達版で確認したとき
に記入漏れに気がついた。患者へは３日前に対処できた為、影響はなかった。
外来にて処置の介助についていた。Ｄｒから薬液塗布の指示が出たが、薬液の置き場所が分から
なかったので、他の助産師に場所を教えてもらい、棚から取り出し、これですかと確認した所、そ
の助産師が手に取りハイと答えた。綿棒に浸し患者に塗布した。それを元の場所に戻すときに同
じ容器があるのに気付きラベルを見たところ医師の指示した薬液だったので確認した所薬剤間違
いに気付いた。Ｄｒに報告し、指示の薬液を塗布した。

思い込みで調剤した。(院内では抗生剤は3日分の処方例が多かった)

改善策
ナース管理とする
薬歴を確認しながら調剤すべきであるが現状としては難しい。また、全ての併用禁忌薬を把握して
おくことも難しい。システムとして、警告リストが出された時、プリンターにセンサーを設置しベルな
どが鳴って知らせる仕組みを業者に依頼し検討している。
名称が不明瞭なものに関しては必ず問い合わせをする。(思い込みで調剤はしない)

患者へ説明を行う際、指示は必ず画面上、確認を行う。
不慣れな業務は必ず確認し、確実に行えるようにする
手順の通り行う。
カルテの受け付け票に会計入力が済んだら、○印をつける。 事務室に運ぶ時は、確認してから
搬出する。
撮影履歴・カルテの確認を徹底する。
全てにおいて指差し呼称し、何度も確認する。
患者の返事を鵜呑みにせずに自分で薬品名をしっかり確認する。

・指示箋確認の徹底
ロックの確認を徹底する

病棟へ案内するとき、持参するファイル書類フィルムなど再度確認する。間違い防止のためファイ
ルやフィルムなどを置く場所を工夫した。（１人別に仕切りをして立てられるようにした）
手術入院の患者は、入院当日カルテで術前採血（結果）の確認をする。
同一製品で複数剤型あるものが多いので、処方をしっかり読むよう注意を喚起した。

思い込みを防止するために、まずは処方箋を見てから調剤をするようにする。
説明がすべて終わったら、最後にもう一度すべてそろっているか確認する。
・夜診など特別な時間帯以外は一人だけの調剤、投薬は避ける。 ・思い込みを防止するために
調剤する前に処方箋を見るようにする。
一人の時は確認を更に強化する。
投薬する時に薬剤名、薬効だけでなく用量(数量)についても説明する。
・思い込みを防止するために先に処方箋を見てから調剤するようにする。 ・規格が2種類以上あ
る薬剤は薬品棚等に印をつけて注意するようにした。
最後にもう一度処方箋と照らし合わせて確認するようにする。

・確認不足(カルテとの照合ミス) ・思い込み(ディクアノン(マーロックスの液体)が分4で処方される ・カルテとの照合を強化する。
ことが多かった。) ・多忙であった。
確認不足
シップなど渡し忘れやすいものは先に用意してから説明する。
他に薬が多種類だったため(薬袋の量も多かった)確認がおろそかになってしまった。
・夜診の時間帯で薬剤師一人しかいなかった。 ・多忙であった。

薬剤の種類が多いときは処方箋にチェックした旨を記載するようにした。
多忙が予想される曜日、時間帯についての勤務体制について見直す。

・確認不足(カルテとの照合ミス) ・事務による処方箋入力方法 ・カルテの記載方法(見にくかっ
た)

カルテが見にくかったため、変更が分かりにくかった。今後カルテの記載方法について検討する必
要がある。また見にくいもの、見落としそうなものに関しては医師に確認後書き直すとか蛍光ペン
などで印をつけるなどするようにした。
他の業務も一緒に行っていた為、記入するのを後回しにしてしまった。 申し送りを十分に行わな 申し送りを十分に行う。 業務をひとつひとつこなすようにする。
かった。
同じところに容器の似た薬液が保管されていた。ダブルチェックの漏れ。患者を早く楽な体位に戻 似たような薬剤は同じ場所に置かない。薬剤使用時の３度の確認。
してあげたいという思いがあった。
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具体的内容
外来にて大腸内視鏡を受けた８０歳の患者。術後の癒着で疼痛があり、サイレースで鎮静を図り
検査続行することとなった。サイレース１Ａ＋生食１９ｍｌを３ｍｌ静注し、念の為酸素投与の準備を
したが、鎮静が得られず。１ｍｌ追加後１、２分以内にＳａｔ低下し、酸素投与・アンビューバックにて
呼吸管理し、アネキセートを静注した。暫らくして意識清明になり、バイタルサインも安定した。患
者の息子に状況を説明し来院して貰った。
外来にて薬がなくなったため主治医の診察以外の日に来られ、他の医師に処方してもらったが、
前回からアムロジン(5)2錠分2に変更になっていたが、医師が気づかず変更前の処方(アムロジン
(5)1錠朝食後アムロジン(2.5)1錠夕食後)にしてしまった。薬局では変更になったものと思い込み調
剤してしまった。主治医の診察を別の日にされたとき主治医より報告があり発覚する。
外来に検査予約をする際に、電話で空き状況を確認しただけで書類での予約をしなかったため、
正式な検査予約が出来ていなかった。検査前日、主治医が外来ボードに予約が入っていないこと
に気付き、指摘を受け、急いで外来へ予約を入れて実施できることになった。
外来の機能訓練が終了した後、エレベーター前で倒れているところを発見した。患者は、シルバー
カーを押して歩行している方である。「急いでエレベーターに乗ろうとして，前方へ転んだ」と。外
傷，痛みなく経過観察となる。
外来の検査指示を一部受け残した。
外来の中央処置室にて、採血待ちの患者が来られたがラベルが出てこないので内科へいきラベ
ルの再発行をした。もう一人同じようになりその人も再発行をした。スピッツの名前を確認せず採
血し、名前がだぶってしまい、検体が誰の物かわからなくなり、再度採血をすることになった。
外来へ薬のみ希望の方から電話（14時過ぎ）があり「今日の夕方に取りに行くので」と言う事で聞
いていたが、まだ時間があると思いすぐに処方を依頼せず他の外来患者の対応をしていた。 15
時30分頃 患者が取りに来られたがまだ出来ておらず、患者をお待たせした。この間に患者がご
立腹され、処方を待たずに帰られた。自宅へ連絡し再来をお願いした。 患者への影響は、信頼
関係の崩れ、精神的苦痛を与える
外来より、予定時間（10:00）より早く患者様が来院されたため、早く検査をしてほしいと連絡あり。
検査室に入られる際、本人であることを名前の確認をした。外来からの電話にて別人であることが
わかり検査を中断する。同姓同名・年齢もほぼ同じであったため、予約患者との区別がつかな
かった。
外来より即入院の患者様を受け入れを行う。別の病院で顔面麻痺の症状で受診したところ、血糖
高く制限食摂取している。１４００ｋｃａｌで良いか内科Ｄｒに再確認してほしいと送りあり。内科Ｄｒに
確認したところ１４００ｋｃａｌと指示あるが、パソコンで確認しなかった。１４時ごろ入棟し、朝昼食事
未摂取。（内科指示で毎食前ＢＳチェック、ヒューマリンキットＲ４単位ずつ皮下注。２１時もＢＳ
チェック及びヒューリマンキットＮ８単指示あり。ＢＳチェックの結果でスライディングスケールあり。）
２１時定期のヒューリマンキットＮ８単位と、ヒューマリンＲ４単位施行。夕食が１４００ｋｃａｌ食ではな
く、常食だされ、半分摂取する。準夜看護師は経過観察とした。
外来より入院お迎えに行き、ストレチャーに乗っているとの事でそのまま病棟へ。ベットに移動する
と注射針のキャップが背中に落ちているのを発見。背部発赤など見られなかった。
外来化学療法患者に予定通りに投与すると連絡があり、抗癌剤の調整を行った その後看護師
が調整済みの薬をとりに来たときに処方内容が変更されていたのに気が付いた
外来患者がホルターの依頼書を持って上がったので、ホルターを装着し、帰ってもらった。午後病
棟心電図をする時、依頼書の中にその人のホルターと24時間血圧の指示が書かれた依頼書があ
るのに気付いた。予約システムにもホルターと24時間血圧が入力してあった。24時間血圧のみ別
の日に装着することになった。
外来患者の右手関節撮影において、動いたため取り直しした際、側面のマークをＬとした。気が付
かずにプリントを行い、副主任に指摘をされ気が付いた。
外来患者の検査(尿流計）を患者誤認し別の方に実施してもらった。患者は同姓の患者で、待ち時
間も近かった A氏が｢まだですか」と聞いてきたため、尿流量計の検査のある B氏と勘違いし○
○さんですね・・と苗字を呼び実施した。 しかし、本来は検査の必要の無いA氏であった。 思い
込みをし、A氏に検査をしてもらったあと、検査室へ検尿を 出した時に誤認を発見した。 患者へ
の影響は、患者誤認のまま検査を実施したことにより 誤診に繋がる
外来患者のエコー検査を2時間近く待たせてしまい、結局検査の実施が出来なかった。外来診療
が混雑していた事もあり、この患者への待ち時間延長に対しての説明が医師、看護師からされて
いなかったため、患者に不快な思いをさせてしまった。 患者へのその他の影響として、必要な検
査が実施できなかっため、この日、診断が付かず治療の遅れが出る可能性 患者との信頼関係
がなくなった可能性あり
外来患者の採血施行。生化学と血糖の試験管に採取するところを、思いこみにより耳血と血糖に
採取してしまった。再度，採血をした。
外来患者の処方箋に前回と同じ内容を記載しようとしたところ、アムロジン(2.5)2Ｔ、トーワミン
(50)1/2Ｔと記すべきところ、アムロジン(2.5)1Ｔ、トーワミン(50)1Ｔと記載した。薬局からの問い合わ
せにて発覚。
外来患者の調剤時、サイレース１ｍｇのところ、過ってサイレース２ｍｇで調剤してしまった。薬剤監
査時に発見し、大事には至らず。患者へ必要以上の眠気・だるさが出るところであった。
外来患者の同項目、２重採血 ２科受診の際、同項目の採血指示が発生し、施行した。
外来患者へ投与するため、処置箋を受け取り、払い出しをしたが、伝票の内容と違うものを渡して
しまった。患者へ投与する前に看護師が発見し、投与はされずに済んだ。
外来患者がフロア内を移動中、杖が滑り転倒された。

・高齢者の薬剤影響

背景・要因

改善策
・呼吸抑制時に対応出来るよう準備していたが、Ｓａｔが低下した時はより早くに拮抗薬を投与す
る。

・確認不足 ・思い込み ・説明不足

患者に与薬する時に説明を怠らないようにする。

決められた手順を踏まず、口頭での申し送りで予約したと思い込んでしまった。転棟していたこと
もあって、その後の確認が出来ず、そのままになっていた。

決められた手順で手続きをする。 必要書類があるかどうか確認。転棟等で申し送りをするとき
は、書類を添えて申し送りをする。口頭だけではしないこと。

患者にご自身のレベルを理解してもらい、転ばないように指導する

上記同様

確認をしなかった。
必ずカルテと照合し、確認する。
・ラベルがスムーズに出てこなかったこと・再発行をするとき名前の確認をしなかったこと・採血の ・ラベルがスムーズに出るように点検してもらい原因を確認する・採血の際は患者に自分で名前を
際名前を確認しなかったこと
言ってもらうようにしているのでそれを徹底する
業務手順・ルールの問題、情報伝達の連携の問題

「夕方」というニュアンスは、個々の受け取り方によって異なる為、時間をきちんと確認する事にし
た。 電話依頼のあとの処理時のルール確認

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 診療券での確認の徹底

入院時クラークが食事形態など患者にうかがっているので、今回も食事変更してくれていると思い 制限食ある患者の場合、変更されているかきちんと目で耳で確認する。思い込みで行動しない。
込んでいた。直接確認（目・耳で）しなかった。糖尿病と診断されたのは、○月末日であり本人も意 連携をはかる。患者への病態の理解の説明と指導必要だった。
識がしっかりついていなく理解されていない部分があったと思う。患者への指導もされていなかっ
た。

ケアレスミス

外来申し入れ

外来化学療法は前もって予定が入っていて調整の準備をしている 当日Ｄｒから投与決定のＴＥＬ
がありそれから調整をはじめる 今回投与決定の指示のみで変更の連絡がなかった
予約のチェックをしていなかったが心電図室にシステムがないので確認が難しい。 ホルター心電
図は担当者が決まっていないので予約の把握が難しい。 患者は予約表とホルターのみにチェッ
クのしてある依頼書を持って上がった。 装着時、依頼書の確認はしたが予約表の確認はしな
かった。
レントゲン撮影が取り直しとなり、確認の手順を焦ってとばしてしまった為に起こっている。

処方変更がある場合Ｄｒは指示を確実にする

撮影の手順の中で、確認をするタイミング回数を見直していく。

業務手順、ルール、チェックの問題 土曜日で、スタッフ数も通常より少なかった、労働状態の問
題

フルネーム確認、同姓同名の方は、受診カードに反映されるが、同姓のみ同じである場合は記載
されない為、外来Nsが 受診表に表示する事とした

情報の伝達、業務手順、ルール、チェックの問題

診療システムの検討

思いこみ、確認不足。

採血ラベルを試験管に貼付後にWチェックをする体制を検討。

・思い込み

・ダブルチェックの徹底

業務手順の問題点

規格が複数ある薬剤の調剤においては、調剤時、ミリ数を声に出し、他の薬剤師に確認をとっても
らってから行うこととした。
マニュアルの再確認
再確認、二重チェックをし、焦らずに急ぐ。

マニュアルの未徹底
忙しい中で、よくある処置内容かと思い込んでしまった。 二重確認をしなかった。

椅子に座られるまで付き添えばよかったが、他の患者の物療器具をセットしていた。 いつも大丈
夫だからという思い込みがあった。
外来患者が診察時他院での内服薬をＤｒに説明していた。 看護師はＣＦ検査の介助の準備に追 診察介助と検査介助との兼務であったために、最初から診察介助 に付けずに内服中止指示を
われ、診察の介助は途中から ついた。カルテ等を整理していたところ他院での内服薬コピーを 受けることができなかった。 当初、Ｄｒは患者様から他院内服薬コピーを見ていたため早めに 指
発見ＲＰエパデールを服用していることに気付いたがＲＰパナルジン服用には気付かなかったため 示すべきであった。
Ｄｒからのエパデール中止の 指示だけ受けたため入院時パナルジン中止をしていなかった事を
指摘されたこと。
外来患者様のカルテに別の患者の検査伝票（尿アルブミン）が貼付されていた。（約１年前の検査 患者の名前、カルテ番号の確認不足。
結果）診察中の医師に指摘され発見した。
外来患者様のモーラステープ処方忘れ
うっかり
外来患者用のスリッパにキャップの外れた注射針が入っていた。患者がスリッパを履こうとして、 原因については判らない。考えられる可能性は、２本連続して注射する時に、控えの注射器につ
違和感がありきがついた。 実際刺さりはしなったので、針刺し事故にはならなかった。
いていた針が落ちてスリッパの中に入り、確認不足から気がつかなかったか・・・
外来看護師が予約表に次回の診察日時を間違って記載し、患者が間違った日に来院された。
不注意
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システムから予約一覧をプリントアウトし、心電図室に貼っておく。心電図室で行う予約検査につ
いてはその一覧で確認をする。 外来からの生理検査依頼書が単独で検査室にあがってきたとき
は外来もしくは担当者に確認する。

予約の取り方、検査の時間的配慮、接遇マナー教育

どんなに急いでいる状況であっても、患者の安全を確保してから次の作業を行うようにする。
術前チェックリストを新たに作成し、漏れがないように徹底する

カルテの指示と検査結果を確認する。名前、カルテ番号を照らし合わせながら行う。
外用薬は忘れないように青で○をいれ再度チェック
注射針を扱ったものは、必ず廃棄まで責任を持つ様に点検する。
外来カルテで確認の上、予約表に記載し２回以上点検する。

5570
5571
5572
5573
5574

5575

5576
5577

5578

5579

5580

5581

5582
5583
5584
5585
5586

5587

5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596

5597

5598
5599
5600

具体的内容
外来血糖検査の依頼入力時「至急」と入力していなかった為、緊急報告書が外来プリンターより出
なかった。外来より問合せがあり判明した。
外来検査の外注依頼もれ。1ヶ月後問合せがあり判明した。
外来採血時に、採血後のスピッツは横に並べる手順になっていたが、スピッツ立てに検体採取済
みスピッツも立てていたために、見落とし血算スピッツに検体を採り忘れた。
外来採血時名前の書き間違え

確認不足

背景・要因

改善策
生化学は検体と依頼書を照合しているので同じように他項目でも行う。

確認不足
手順の不履行。採血前に何を採血するかの確認不足。

外注検体を処理する人が分注用スピッツと依頼書を照合する
手順の確認徹底。手順を履行しない場合には声かけ

話が弾んでいた

１．採血前に名前を書く。２．名前とＩＤをラベルに書く。３．採血室のプライバシー個室化。４．採血
と注射の分離
声だし確認
治療変更を行なう当たって前治療の確認、再検討の必要性。薬局のチェック機能によって防止さ
れた。各部署の確認作業等のチェック機能の徹底。

外来採血室で、検尿検査だけの患者に採血した。
患者ファイルとスピッツが一致しないことに気づかず、声掛けもしなかったための間違い
外来治療（ケモ）でタキソテールを使用していたが○月１４日にタキソールに変更し使用したとの思 チェック再確認等の欠如。思い込みによる初歩的なミス。
い込み。同月１８日に腹痛（急性胃炎、膵炎）で入院、タキソールによる有害事象の可能性を考え
た。腹痛は軽快したので次回は、薬を元に戻し、タキソテールでの治療を予定した。薬局のチェッ
クにより外来でタキソールは使用されておらず○月１４日もタキソテールが使用されていた。次回
翌月にタキソールに変更予定であった。
外来手術にて患者が入室時指輪をはめていた。 患者に取ってもらうように説明したが、指輪がき 外来で、事前に手術時は指輪をはずしてもらうように説明がされていなかったのか?外来看護師も
つくなっており、簡単にはずれなかった。糸を使用し、5分ほどかかり指輪をはずした。
手術室に案内時に再度確認されていなかったのか?
外来手術のためコンタクトレンズをはずしてもらい、液体を張ったシャーレに保管していた。手術が ハードコンタクトの取り扱いに対する知識が不足していた。
終了しコンタクトを片方は装着できたが、もう片方がシャーレに張り付いて取れず、焦点が合わな
いとのことで本人に変わって外そうとしたら割れてしまった。
外来手術の患者様。抜釘の手術が終了後に、Ｋ－ワイヤー２本を月日と名前をつけた袋に入れ 物品の受け渡しについてのマニュアルがない。 落ちないようにしっかりとめていなかった。 自走
て、手術箋と一緒に伝票ホルダーに入れカルテにはさみ、自走台車で外来受付に送った。外来の 台車で送った。
看護師より、Ｋ－ワイヤーが届いていないと連絡があり、紛失に気付く。自走台車の担当者にワゴ
ンを調べてもらったが発見できなかった。
外来手術の患者が入室した時に部位の確認を行った。手術システム画面で左手となっていたので 外来患者の場合は来院時に必ずしも手術担当医が診察が出来るとは限らないので看護師が手
患者に「左手ですね」といったところ右手であると指摘をうけた。外来でもマーキング時に間違われ 術申し込みの手術システム画面で部位を確認してマーキングを行うことがあった。 主治医が手
た様で左手にマジックでマーキングをして消した痕があった。外来からの申し送りの際にもチェック 術申し込み時に左右を間違えて入力した。
リストには左と記入されたままになっていた。同意書と患者本人と主治医とで右であることを再確
認して手術が開始された。
外来受診された患者が、臨時で胃内視鏡を施行することとなり準備を進めるも、前処置で必要な 手順の確認不足
内服を飲ませるのを忘れてしまった。
外来受診時、入院予約の指示あり外来担当していた看護師は「○日頃に空く予定であるが、具体 入院案内パンフレットの内容に、入院の日時を記入するところはあるが、空きベット待ちの患者へ
的な日程は後日電話で連絡をする」と患者へ説明。患者は○日に入院予定であると思い込み○ 対する説明がなかった。外来の看護師の最初の説明が不十分で患者の誤解を招いたこと、当日
日に外来へ「入院は何時頃いけばよいか」と電話を入れた。当日外来を担当していた看護師は確 電話で問い合わせがあったときにCP確認をしなかったことが要因。
認しないまま「今日の入院であれば午後1：30か2：00頃に来てください」と対応してしまい、入院日
ではない日に患者が来院してしまった。
外来受診時に定期薬が２８日分の指示だったが、入力時に１４日分と誤って入力し次回受診時に 確認不十分。 入力作業に集中できない環境。（電話の対応など） 指示、処方変更があった場合
患者より訴えがあり気付く。
に分かりにくい。
外来受付担当より診療科の相談あり。患者様を相談室に案内し、両下肢観察の為椅子に腰を掛 ・相談室の椅子には、キャスターストッパーが付いていなかった。 ・本人への説明不足と見守りを
けていただいた。左下腿発赤、腫脹あり、外科受付とした。観察後、本人起立しようとした時、椅子 怠った。
のキャスターが動き、転倒した。
外来処置室において健診で来院された方の健診項目を誤り、採血を忘れた。
確認ミス。
外来処置室にて採血業務のため、患者の名前をフルネームで呼出し神経内科指示の採血を行っ 同姓同名の患者に対しては、フルネームで確認しするだけでは間違いを防ぎきれない。
たが、しばらくして神経内科指示の採血がまだ終わっていないと別の患者から申し出あり、先に採
血した患者は整形外科からの採血指示の患者であった。 両名に対し、理由を説明し再度採血を
行った。
外来処方で、処方と調剤量が違っていた。
３錠を１日２回の分量にするのを、半錠分のみしか薬袋に入れなかったうっかりミス。
外来処方でスミフェロン300（ﾊﾞｲｱﾙ）が処方されているところに、スミフェロンＤＳ300を支給してし 調剤ミス、別物調剤、確認不足、思い込みによる。
まった。担当医師が気がつき交換にきた際に間違いに気がつき交換した。 スミフェロン300（ﾊﾞｲｱ
ﾙ）は患者限定医薬品であり、誤支給時の払出先別集計表による払出しでの確認がしにくかった
ため、支給医薬品を支給頻度の高いスミフェロンＤＳと思い込んだ。スミフェロンＤＳには 300"と
"600"の２規格がありこの確認に注意をそがれ"バイア"と"DS" の確認が十分にできていなかっ
た。"
外来処方でベイスン0.3mgを0.2mg調剤してしまった。監査時にも気づかずそのまま患者に渡ってし 不注意だった。数えにくい計数調剤であったため数に気をとられていた。
まったが服用はしていなかった。患者より問い合わせがあり発覚した。
外来処方でレニベース錠5mgが1日0.5錠分で49日分処方されたが、誤ってエースコール錠2mgを 調剤者並びに監査者もミスに気づかなかった。 思い込み、勘違いでダブルチェクが抜けた。
調剤した。このことは患者からの連絡でわかった。
外来処方で内服薬を間違ってお渡しした事が、患者から言われ気づいた。
薬剤の名称が似ていた。
外来処方において、アルファロール2Tアサと処方するべきところを、アルファロール1Tと記入し処 今までワンアルファ1Tアサを処方していたが、ワンアルファが不採用になり、アルファロールに変
方した。
更したが、数量も同じと思い込み処方してしまった。薬剤師の指摘があり、患者に処方する前に訂
正した。
外来処方を家で確認すると、数が不足している事に気づき、患者から病院に連絡が入った。
多忙であり、昼の交代時間であった。
外来処方を調剤中、処方箋が２枚あり朝分と夕分に分かれていたため、夕分を勘違いし、１日分 勘違いと思い込み。
の量で調剤してしまった。患者が病院へ連絡をして来て誤りに気づいた。
外来処方薬で、包装に入っていた乾燥剤を間違って飲んでしまった。
薬剤の安定性を考え、外さず入れたまま患者には渡していた。誤飲の注意はしていなかった。
外来処方箋は、前回処方が入力されて届くが、医師が確認しないまま院外薬局へ提出された。
事務での入力ミス。医師の確認不足。薬剤科を通らずに処方された伝票がそのまま院外薬局に
提出されるシステム。
外来診察の医師付きで、診察終了後カルテを事務に返す際、十分にカルテチェックをせずに処置 観察の不足
の記載漏れがあった。 事故カルテの患者で本人が支払をしないので知らない。
外来診察の順番になった方を呼び入れた。フルネーム（口頭）で確認し患者が入室してきた。（こ 業務手順、ルール、チェックの問題
の時、診察開始前のDrによる患者本人確認は行われず）診察終了ご会計に患者が行った時に受
診表と患者が違うことに気付き医師へ。（薬処方のみであった） 再診察を行った。 患者は同姓で
はない。病名も異なる。 もし気付かなければ、誤診、誤薬に繋がることが予測される
外来診察後、コルポスコピー検査を行ったが、10分休憩後歩いたところ、転倒した。
痛み・緊張で一過性脳貧血を起こしたと思われる。

外来看護師に指輪をはずして手術室に来ていただくようにオリエンテーションの確認をしてもらうよ
うに依頼した。
なるべく本人または家人に取り扱ってもらえるように援助する 取り扱う場合にはハードコンタクト
に負荷をかけないようにする
患者に直接渡す。 自走台車で送る時には、配送時に小さめの物はテープで２箇所止める。 物
品の受け渡しのマニュアルを作成する。
マーキングは主治医又は手術担当医師が必ず行い、外来で出来ない時は入室時の更衣室で行
う。 マーキングが出来ていない時は手術室には入室しない。

マニュアルの改善と活用
入院パンフレット内容の問題提起を管理会議に上げ、次回作成に関しては一文追加していただく
ことを検討。

処方変更のハンコを再検討する。
・キャスターストッパー付の椅子、もしくはキャスターの付いていない椅子を利用してもらう。 ・本人
への説明を十分行なうと共に観察を十分行なう。
健診用紙にて健診項目を確認のうえ、健診を行うこととする。
採血時に、伝票に印刷されている漢字名や生年月日を患者に見せて確認をする。
オーダリングの拡大活用による防止対策の実施。

間違いやすい処方は、目印をつけて中止を促す。
インシデント内容を支給医薬品棚に貼付し、支給時の注意を喚起するとともに、スミフェロン支給
時には、調剤者、監査者双方とも剤形と規格を確認することを部内に周知、確認した。 処方指示
書との照合・確認を徹底する。

現在調剤者とは別の人によるダブルチェックを行なっているが調剤者自身も調剤後に自己監査を
する。規格がある物は特に注意して調剤する。
調剤時も監査時も確実に照合・確認を実施。 患者にも薬袋の中身確認していただくよう声かけを
行う。
間違えやすい薬剤の認識をもち、監査時は十分注意する。
採用薬剤の変更に十分注意を払い、少しでも疑問がある時は自分で調べるか、薬剤師に確かめ
る必要がある。
集中して、落ち着いて鑑査する。
処方箋の指示内容を再度確認して、調剤の誤りを防ぐ。
乾燥剤は取り外してから渡す。
医師が処方内容を確認する際に、以前と違う可能性があることを認識して確認する。
どの部署で仕事をしても、カルテをよく見る。 カルテの内容を必ずチェックするようにする。
診察開始前のフルネーム確認を重視 患者に受診表を見ていただき、患者参加型の確認を行う

患者をよく観察するとともに、患者に付き添ってあげて、処置室ベッドで充分な休息を取ってもら
う。
医師、看護師のダブルチェック。

外来診察時に問診、診察を始めてコンピューター画面と患者本人が異なっていることに患者祖母 患者確認不足。多忙であり、患者呼び出し機で入ってこられた患者の確認をしていなかった。
が気付く。
外来診察時患者が診察用の椅子に座る際あやまって転倒する
付き添いのヘルパーがいたため見届けなかった 杖歩行の患者であり円背もありバランスが取り 高齢者の診察時は移動を含め介助、見守りを行うようにする
にくい状態であった
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具体的内容
背景・要因
改善策
外来診察待ちの呼吸不全の入院患者の酸素ボンベを確認すると流量設定はされてるがボンベが 流量設定はしてあるがボンベが閉じられていたのは、ボンベに残っていた酸素が出ていたのを酸 自分で移動出来ない患者は病棟ナースが責任持って受診に連れて行き、外来看護師に状態を申
閉じられていた。患者は少し息苦しいといっていた、病棟看護師は付き添ってない。
素が出ていると見誤った。 酸素ボンベの取り扱い方法を熟知していなかった。 病棟と外来との し送る。 酸素ボンベのとり扱いマニュアルを作成、残量確認方法、移送中の酸素の観察点なども
連携が不十分であった。（通常より、申送りをせずに外来より呼ばれたら、連れて行くだけである） 付け加えた。 新採用者研修の研修項目に付け加える。
クラークに患者が受診にきていることのみ伝えたが、クラークより看護者に伝えていない。
外来診療後採血指示あり検査に必要な採血量を間違え、二度患者に採血時の苦痛を与えてしま 検査に必要な採血量を確認しなかった。
検査に必要な採血量を確認する。
つた。
外来診療時、手術必要と診断し、患者への説明、同意書の受理などを行ったが、手術室への申し 当日入院の手術では、術前訪問やカンファレンスが出来ず、必要書類・申し込みなどのチェックが 外来で、手術申し込みのチェックが出来るようにする
込みを忘れた。入院当日の手術だったために、誰も事前にチェックが出来ず、緊急手術として対処 出来ない。
した。
外来通院にての、抗がん剤治療時 輸液指示内容（1）生食100ｍｌ+カイトリル1筒 30分 （2）生食 内科処置室業務を2人の看護師が対応している。 業務手順の問題点
・輸液速度の計算を、 ・輸液速度の設定時間の表を作成した。（その都度計算しなくても良いように） ・注射箋及びボト
200ｍｌ+ジェムザール1000ｍｇを30分で滴下させるよう指示あり。 輸液ポンプで、速度設定をし実 頭内で実施し、ボトルに記入はしなかった。・輸液ポンプの設定方法は熟知していたが、輸液設定 ルに輸液速度を記入する。 ・抗がん剤治療中の患者に関わっているときには、他の処置により中
施した。（1）は、200ｍｌ/時間（2）は、400ｍｌ/時間 終了予定時刻を紙に記入して置く。 （2）のボト 速度の表示を、ボトル等にしていなかった。物理的な環境や整備上の問題点 ・抗がん剤治療に 断されないように、もう一方の看護師が対応する。
ル交換したところで、担当医師に連絡をした。 医師は、処置室に来室し患者を観察した。 看護 関わる外来業務の中で、他の患者の処置（注射・検査説明等）により、観察の時間帯が中断され
師は、終了予定時刻を過ぎても輸液ポンプのアラームがならない為、速度設定を確認した所、速 る。・他の処置と同時間帯・同室で行っている事による、危機意識の中断。
度設定の間違いに気づき、速度設定を直す。 輸液終了後医師に報告した。 『推定される患者の
状況』 ジェムザールは、30分で実施するもので、それ以外の時間では、副作用（骨髄抑制・肝機
能障害）が発現する可能性がある。
外来通院患者、ディケアでカラオケに行った帰り、病院入口が分からずそのまま歩き続けスタッフ 患者の列の最後に職員がいなかった為誘導できなかった。
職員が一番最後をに歩き全員が病院に入るのを確認する。
が気づき病院へ戻る。
外来当直の准看護師が、当直医師の打出した院内処方箋を受け取り、ラシックス20ｍｇの内服薬 当事者は、当院に採用されているラシックス錠の規格が２規格（20ｍｇと40ｍｇ）あることを把握し 夜間緊急カート内の薬剤名表示を単位まで記載する。 夜間緊急カートの上に調剤時に注意点を
１錠を準備しようと、夜間用薬品カートからラシックスを取出し薬袋に入れ患者に渡した。 夜間用 ていなかった。 看護師１人で調剤をして、そのまま患者に渡した（誰にも確認してもらっていな
書いた紙を貼り、また中の薬剤ケースにも注意を促すカードを入れる。 ２規格以上ある薬剤は、
薬品カートにはラシックス40ｍｇしかセットされていなかったにもかかわらず、ラシックス20ｍｇでは い）。 夜間緊急カート内の薬剤名表示が「ラシックス（40）」となっており、「ラシックス40ｍｇ」とは カート内の薬名ラベルに蛍光ペンで色を塗っておく。 カートを置いておく位置を変更して医師に確
なくそこに置かれていたラシックス40ｍｇを渡してしまった為、患者は帰宅後内服してしまう。
書かれていなかった。夜間緊急カート内に定数配置していた規格が「20ｍｇ」ではなく「40ｍｇ」で 認してもらいやすくする。 夜間緊急カート内の薬剤の配列は見直す。 カート内の薬剤が変更に
あった。 夜間であったため、確認を頼む人がいなかった。
なった時、各部署へ知らせる。 夜間緊急カート内の薬剤を規格の小さい物にする。
外来透析患者さんの食事の抜かりが25日にあった。実は23日（この日の昼食から）変更の申し込 業務の伝達・連携の問題 食事変更の電話を昼食を配膳したすぐ後にくることも原因 業務、労働 外来患者さんの食事変更は１、当日受けない２、一つ変更になる毎に5箇所の訂正をしなければ
みが10時頃あり慌てて変更したが、この日は祭日であり一人で処理をした。しかし多忙のため1箇 上の問題 祭日の出勤人数が少ない 入院、外来透析の患者さんの数は通常と全く変わらない事 ならない事も問題であリ、整理をしていく。３、人員の配置の検討
所訂正が抜かってしまった。食事時間の遅れ、不審感を与える。
を考えると原因の一つと考えられる
外来内科、１診及び２診で診療を行なっている中学生の患者が母と一緒に受診。風邪とのこと１診 １診が混んでおり風邪の患者なので待ち時間の短縮と思い２診へ廻した。
患者によかれと思ってしたことだが医療側の判断のみで行なったことに問題あり。患者に理由を説
で受診のカルテがきた。初診なので２診へ廻すよう１診のドクタ－が指示。患者は２診を受診し、
明し了解を得る。
内服処方をもらい帰宅する。帰宅後、母親より電話あり「なぜ、１診から２診に変えたのか。勝手に
変えてもらっては困る」との苦情あり。
外来廊下で注射カートを押していて飛び出してきた小児と衝突した。
外来廊下に片面には電話があり、片面には待合い椅子があり、通路が狭い。廊下がＴ字になって 廊下にあった電話を待合いホールに移動した。注射カートは前方側面から押すよう周知した。
いて見通しが悪い。
咳き込みがあったのでベッドに端座位の状態でタッピング行ったが、しっかり座れてなかったので 座位の確保が不十分
座位時はベッド高さを調節し両下肢足底の接触と膝屈曲角度を実行する
徐々に滑りはじめ足が床に着いた。看護師２人その場にいた。
咳嗽反射と共に、気管カニューレが自然抜去
ﾁｭーブホルダーの固定のゆるみ
固定の強化
該当Ｐｔの採血を終えて、検体を検査科の箱に入れるためにビニール袋に入れて手に持っていた。 検体を手に持っているにもかかわらず、一度安全な場所に置かないまま別のことをしようとしたた 検体置き場近くまでワゴンを持って行き、安全な状態でセッティングする。
一緒に提出する伝票を、まだ板に挟んだままだったため、注意がそちらに向けられた時に、手が め。
滑って袋を落としてしまった。Ｐｔは環境ホルモン用の採血を行っており、そのうちの一つが割れて
しまった
該当患者がレントゲンに呼ばれたと伝えられ、エンボスカードを預かったが他患者の処置準備に 確認ミス。
レントゲン室にて患者間違いが分かり、患者を迎えに行き謝罪した。又、再度カンファレンスを開き
気を取られていた為、同姓の患者にレントゲンに行くよう指示した。
対策を話しあった。
該当患者の輸液が残り少なくなっている認識はあった。他の患者の処置をしているうちに、頭が混 思い込み
声だし確認徹底
乱し、いざ輸液をつなげる時に、処置をしていた患者用の輸液をつないだ。
各食前にプリンペラン１Ａ＋ＮＳ２０ｍｌ静注の指示がある患者の注射をいき忘れてしまった。情報 夜勤者は3名いるので、声かけなどが必要であった。 看護師間の連携の問題
声を掛け合う。タイマーを掛ける。
は取っていたが，他の患者の問題行動（点滴をはずして血だらけで歩き、不穏が強い患者）を阻止
しようとして対応したり，その他の処置や食事介助に追われているうち忘れてしまった。
各部屋の薬をもって、食後内服薬投与にまわる。もう一人のＮｓが入ってくる。途中ナースコールに ・自分が投与していることをもうひとりのＮｓがわかっているだろうという思い込みによる伝達不足 ・声かけをわかっていると思っても十分行っていく ・内服チェック表をタイムリーに活用していく ・
呼ばれ、薬をその部屋におき（ワゴンにのせ）呼ばれた部屋に行く。内服チェック表にチェックせ
・内服チェック表をタイムリーに活用しなかった ・ひとつの業務を2人がかりで行ったこと
内服投与は、できるだけひとりのＮｓで行っていく
ず、もうひとりのＮｓに声をかけなかった（薬を配っていることをそのＮｓが承知している。すぐにまた
この部屋に戻ってくると思っていたからである）呼ばれた部屋で処置をしていると薬を配っていたＮ
ｓがやってくる。最初の部屋ですぐに薬投与した患者の名をいうと、重複投与したことが判明する。
血圧の薬があったため、血圧が下がる可能性がある。
各部屋を見回り中、車イスからズリ落ちフットレストに座っている状態を発見した。ベッドに臥床さ 患者への理解のさせ方。
ナースコール指導、センサーマットのスイッチ確認。 声がけ、見守り強化。
せ、全身観察、バイタルチェックを施行。 ＢＰ１２６／８０。Ｐ９０。ＫＴ３６．３。打撲部の疼痛はな
し。
拡張型心筋症で、不整脈が頻発し状態が不安定な患者であり、数日前より不穏ありグラマリー
不穏患者であるが、詰め所より遠い病室にいたため、また多忙であったため観察がいきとどかな 病室を詰め所前へ転室した。多忙であっても、不穏患者の部屋はなるべく頻回に訪室する。不穏
ル・リスパダールを屯用していた。本日、勤務交代時より、孫を捜すような発言がありやや不穏で かった。不穏時内服があったが多忙であり、与薬ができていなっかた。
時の指示がある場合は、早めに指示に従い対応していく。
あった。22時突然興奮し、当直医へ報告しセレネース１ＡをIVする。目が行き届かないため、詰め
所前の病室へ転室する。その後ウトウトし、０時訪室時は浅眠していた。１時音もなく病室入り口に
立っているのを発見する。訪室するとバルン自己抜去し、点滴の接続部を外していた。当直医へ
報告し、点滴中止、バルンは抜去にて経過観察と指示出る。不整脈は続いているが自覚症状な
く、当直医の経過観察の指示あり、そのまま様子をみる。その後不穏時のグラマリール。リスパ
ダールを内服してもらった。
拡張剤のスプレーを使用後、トイレ歩行の指示であったが使用せず済ませ、拡張剤の持続点滴は 行動制限や、ルート類のストレスが強く今回事故が発生したと思われる。
医師とも協力し、病状と状態把握を分かりやすく十分説明を行って、患者に理解してもらい協力を
切断し、閉塞されていた。
求める。
拡張術翌日で本日のレントゲンが問題なければ食事開始し退院の患者だった。9時頃主治医より 日勤者の患者への伝達が不十分。 日勤・準夜ともに思い込み確認を十分行わなかった。 医師 紙に書くなどしてしっかり患者に伝わるようにする。 確認を十分行う。
「昨日は欠食のはずなのに患者さんが夕食が出たから食べたと言っている。どういうことだ」と言わ のオーダーミス。
れた。オーダー上昨日は朝 並食が出ていた。昨日の日勤者に確認したところ朝 欠食のオー
ダーが入っていたが19時頃オーダーを見たところ並食が出ていて主治医に確認して再度欠食であ
ること確認した。検査後患者にはレントゲンをとるまで欠食のこと伝えていなかったと。準夜に食事
が出ていたか確認したら出ていなかったとのことで、そのまま確認せず帰った。準夜によると、欠
食と申し送られたのでそう思い込み本人に食事のことを確認しなかったと。夕食の配膳は助手の
みで行われており本人のところへ食事が配られたかも不明。食事オーダーの最終更新者は主治
医。本日朝からの食事の入力を検査の後に入れたがどうやらその際に日付を間違えていたと思
われる。患者に変化はなく本日無事に退院した。
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具体的内容
背景・要因
核医学検査室より、○○さんの検査を行うという連絡が入り、担当ナースへ伝えられた。 担当
思い込み。患者確認について行うルールを怠った。
ナースは患者に声をかけ、車椅子で検査室へ移送した。核医学室で患者の名前を伝えたところ、
奥に案内されたので連れて行った。その後検査室から患者取り違いが起きたとの連絡が入り事故
の発生に気づく
確認与薬の患者の昼食後薬を渡し忘れた.
休日勤務であったが緊急入院あり緊急手術あり、それに伴なうベッドチェンジなどで人手がなく
ナースコールの対応に追われ忘れてしまった.
確認不足のため中止になった点滴をセットしてしまった。
業務手順・チェックの確認不足
確薬患者の内服１日分を深夜勤務で配る際に本人と違う患者に配ってしまい 朝 内服させてし 確認不十分であり また内服させる際には なぜこの薬を飲むのか その必要性をなにも考えず
まった。内容は、プレドニン５ｍｇビタメジン ムコスタ サイトテック フロモックスである。主治医に 内服させた。一つ一つの処置の必要性を考慮していれば内服させることはなかった。
報告する。その後のバイタルサインなど 患者の変化はみられなかった。
覚醒剤取扱主任者が在庫数を確認したところ受払簿より実在庫が１００錠不足していた。 直近に 薬剤の保管の問題点
薬剤を取り扱った薬剤師に確認。丁度１箱使い切ったので空箱を廃棄したとのこと。他の薬剤師
は心当たりはないとのことであった。 空箱を廃棄した際に１００錠が入った箱も同時に廃棄した可
能性があるが、既に可燃物として処理されており詳細は不明。 日中で薬剤部には数名が常駐し
ていたこと、覚醒剤の保管庫は施錠されていたこと等から盗難の可能性は考えられない。 覚醒
剤取締法第３０条の１４の規定に基づき県への事故届けを提出した。
覚醒直後トイレへ行こうと立ち上がり ふらつき後方へ転倒する
覚醒時であった

改善策
検査に限らず、何を行うにしても指示を確認してから本人確認をして行う。

業務手順用紙に時間を 記入しておく
１：中止になった点滴の札など削除する。２：カルテで確認する
処置の一つ一つ その患者にとって どうして必要なのか考慮し また 何度も 氏名の確認をお
こなうことなど 基本的なことである。
払い出し簿を作成し、記帳後に払い出すこととした。 覚醒剤と麻薬の空き箱はゴミ箱の捨てず、
担当者が受払簿と実在庫を確認した後に廃棄することとした。 覚醒剤と麻薬の保管庫を別のも
のとした。

覚醒時果すぐに歩行しないで座位を保ち意識がしっかりしてから歩行するように説明 頻回の訪
室
確認作業を怠らない。

隔日投与に指示されたＤＩＶを本日も施行すると思い込み投与準備をしてしまった。その後、主任に 注射箋の日付を確認せず、思い込みで準備してしまった。
指摘され実施前に気づいた。ＤＩＶは保存が出来ないので破棄した。
隔離にて要観察中。就寝薬服用のためスタッフ2名にて入室したところ布団の端にある紐部分を 精神症状の悪化に予測を超えた事柄が発生した。
精神症状が悪化した患者様は予測できないことを行なう可能性があるということを常に認識して、
右第2指にきつく巻きつける行為あり。関節部分よりチアノーゼを呈す。右第3中間部分幅0.5cm指
観察を密に行なっていく。
周囲を一周水泡形成発見す。
隔離中で精神状態の悪化している患者だった。朝食後、洗面しその後気分変動あり、蹴ったり叩 前日からも、気分変動あり、夜勤帯に入ってからも興奮状態だった。
看護師１名対応だったが、２名対応に変更。状態見ながら２名以上で対応する。
いたりし、看護婦２名で対応するも看護師の左腕に噛み付く。
学校の先生から、チューブより胃内容物が少量漏れているとの情報有り。逆流防止弁に何か挟 胃瘻と注入チューブを接続する事で負担がかかり、摩耗し破損したと考えられる。
マニュアル通り力任せに入れず接続させる。破損していないか常に観察し、早期発見、早期対応
まっており、それを除去すると、弁がかけてることがわかった。注入中はチューブが入っているので
をする。
もれはないが、外すと漏れる可能性があるので、チューブを接続しチューブをクランプすることで、
交換日まで過ごした。
学生が実習で受け持っていた患者を、実習中車椅子よりベッドに臥床させようとトランスファーを 指導不足・技術不足
基礎技術の再教育
行っていた所体勢が不安定となったため、担当教員がトランスファーを変わった。その時に教員が
学生に履物を脱がせるよう指示する等トランスファーの体勢が合わず患者は後ろに倒れベッド柵
へ頭部を打撲してしまったと報告を受けた。
学生の教員より床に座っていると報告あり、すぐ訪室し状況確認すると床に尻餅をついている姿 ナースコースも手の届く位置にあり、ベッド柵もされていたが転落は起こってしまった。 患者自身 再度ナースコールの必要性や、転落の危険性について説明を行う。 麻痺があることを患者に分
あり。ベッドへ戻るのを介助し臥床してもらう。バイタル測定するも異常見られず。本人より状況を が出来ると思っていたのではないか。
かってもらえるような働きかけを行っていく。
聞くと安楽尿器使用中、ベッドより滑り尻餅をついたといわれる。様子観察とする。
滑って床に座っていた
観察不足
こまめに訪室する。ゴソゴソする時は車椅子にて食堂で過ごしてもらう
葛根湯（２．５ｇ）３包の処方を３ｇとオーダーした
オーダリングシステムの問題
あり得ない処方量にはワーニングをかける
葛根湯3包3×5日分を3日分で調剤
調剤室の葛根湯の在庫が3日ぶんしかなかったのでとりあえず3日分で調剤した。
在庫がない場合、倉庫より払い出しを行い処方箋上の日数分がそろってから調剤する。
粥の火入れを忘れた為、食事出しが遅れそうになった。
火入れをする時間は決まっていたが、他のことに気をとられていたため、時間を忘れていた。
時間を知らせるよう、タイマーを使用する
粥の中に魚の骨が混入していた。
配膳時の確認できなかった。
食材を仕入れる際、調理する際に確認する。
乾燥肌の治療に処方したヒルドイドソフトの説明書に「打撲・凍傷」の適応としか記載されていな
伝達不足と院外薬局との連携不足
院外薬局に処方の目的が伝わるように処方箋に記載し伝える。
かったため患部に塗布しなかった。その為、適切な治療の開始が遅れた。
冠動脈の吻合中、かなり細く針も小さい糸を医師に渡していた。針は両端針になっており医師には かなり小さい針であった。執刀医も何処に飛ばしたか分からないといっていたため場所をしぼって 針の数、行き先を把握しておく。医師と声をしっかり掛け合ってカウントを行う。
「両端針です」と声をかけわたした。一針かけたところで医師は片方の針を糸から手で外した。そ 探せなかった。大事な手術操作中で手を休めて探せなかった。
の拍子に8-0プロノバのかなり小さな針が術野に落ちてしまった。医師は「飛ばしてしまった。中に
は入ってはないと思う。」といった。急いで目に見える範囲を医師と共に探した。間接介助ナースに
も声を掛け床を探してもらったが見当たらなかった。術中も常にシーツについていないか気を配っ
ていたが結局見つからなかった。
冠動脈バイパス術後、今回感冒による心不全で入院。心房細動の不整脈に対し、抗凝固療法の 内服薬服用時のルールを遂行できていない。 患者に、薬を渡したことで内服が終了してしまって 確実に内服薬の管理が行える患者かそうでないのかを、日々の観察などから判断し個別に計画
内服薬を服用している。朝ベッド周囲を掃除した際ベッド下に内服薬が落ちていることを発見し、 いた。
を立ててケアをしていく。
内服されていないことが発覚した。
冠動脈バイパス術後１週間目、筋力低下見られベッドサイドリハビリ中で、ウォ―カー使用で50m トイレが、部屋の目の前で身近なところだったので、容易に行けると思い単独行動に至った。リハ リハビリ拡大中の患者に対し行動的になることを予測しナースコールの依頼を確認。転倒しやす
歩行まで拡大していた。夕食時物音がしたので、訪室するとベッドサイドで転倒していた。本人から ビリ拡大が順調で自分の体調をよかれと思い行動的となった。準緊急手術で、ボディイメージの受 い事を本人にも伝えていく。ナースが多忙であることを悟られないよう、患者の前では冷静に対応
は、自分で歩けると、思って動いたとの発言あった。
容がまだ未然であった。
する。
冠動脈バイパス術後5日目の患者が循環器病棟のＣＣＵに入室した ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟを使用し、持続 指示事項の確認を口頭のみで行っていること 患者と器械等の移動で整理がつかない状況での 病棟が移動しても器械は継続して使用する（医療機器室に連絡） 指示の確認は、確実な記録等
的に注入していた「ｻﾘﾍﾟｯｸｽ」の流量設定が 「0.5ml/H」のところ「5ml/H」と聞き間違えｾｯﾄした
業務
を用いて行う 確認は、指差し・声出しで行う（再度徹底）
10分程度後に、医師が血圧低下に気づき薬剤の設定ミスを発見した 器械は患者と共に移動して
きたが、使い慣れた器械に取り替えようとした時に発生した
冠動脈バイパス術後に、ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟで注入していた「ﾐﾘｽﾛｰﾙ」の量が減っていなかった ラインを ICU内での情報収集・交換の方法を検討し、ベッドサイドでの確認をするよう検討されたが実施で 各種輸液を実施している場面では、特に、器械から患者側まで一連の確認を十分に行う（複数で）
確認すると三方活栓が閉鎖してあった 深夜から日勤への引継ぎ時に器械・ラインの確認をしっ きていなかった
申し送り方法の検討
かり行っていなかった 準夜への引継ぎ時に投与できていなかったことに気づいた
患肢の左右を間違えてｵｰﾀﾞｰした。
外来時の入院申し込みで左右が異なっていた。
確認を徹底する。
患児がトイレへ行きたがり、付き添いの家人がベッド柵を下ろす。家人が点滴架台を動かそうとし 家人が点滴架台に気を取られ、患児から目を離した。 患児は数時間前に静脈麻酔使用し検査を ベッド柵を下ろした状態では患児から離れないこと、薬剤の作用が残っている場合には無理せず
て、患児から離れた間に患児がベッドから転落した。顔から転落し上口唇より出血あり。意識レベ 行っており、ふらつきが残っている状態であった。
床上排泄するよう説明した。
ルの低下なし。主治医Dr診察あり、経過観察となる。
患児がベッドの策の隙間からすべり落ちてしまった。点滴の接続がはずれたが、障害はなかった 患児の母親が添い寝するために、ベッドはサークルベッドを使用していなかった。母親が患児の姉 患児の母親に、部屋をあけるときは看護師を呼んでもらう。気楽に声をかけてもらえるような雰囲
（レベル１）
をトイレに連れて行った時であった。
気作り。家族指導。
患児がベッド柵を乗り越えようと足をかけたところ、柵が壊れた。患者は、床に敷いてある母親の 家族の認識不足
家族への教育
布団の上に落ちた。
患児が消灯後もなかなか入眠できず、母に抱っこされ部屋の外で過ごしていた。抱っこされていた 母親に抱っこされており、点滴速度を調節するのが困難だった。 ベッドへ横になった時点で点滴 状況に応じて輸液ポンプを使用する。 母親に横になると点滴速度が変わることなどの情報を入
為点滴の落下速度が指示量より遅かった為、速度をあわせた。患児はその後自室へ戻り、入眠さ 速度の調節を行わなかった。
れておき、協力を得る。
れたが、落下速度を確認するのを怠っため、その１時間後には２００ｍｌ程度多く点滴してしまった。
当直医師へ報告し、そのまま様子観察となった。
患児が退院の際、処方箋及びカルテを確認し確認のサインはなかったが、退院前日に退院処方 内服セットせずにカウンターの受けに置いた看護師との情報の伝達・連携と情報共有のあり方の カルテの内服処方された日付と何日分出されているかの確認 疑問に思ったならば必ず他の看
出ており、退院近い為薬がセットせずにカウンターの上に袋ごと置いてあるのに気づかなかった。 問題点もあると考えられる。 業務手順が明確ではない。 内服確認綴りに残薬があることを記入 護師に聞く。
そのため、セットしてある薬を退院処方だと思い込みその薬のみ渡し退院処方の薬は渡さなかっ しなかった。
た。すぐに自宅に電話し、誤り都合のつく日に取りに来てもらうよう話し了解を得た。
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具体的内容
背景・要因
改善策
患児が入室し,麻酔が導入されてルートを確保した。滴下を確認したあと,医師と共にシーネ固定を シーネ固定に自信がなく,確実に固定できていなかった。被覆するまでの間でもう一度確認ができ シーネ固定の仕方を先輩看護師に見てもらう。 シーネ固定時,医師と一緒に確認する。 ルート確
して手術開始となった。術中は被覆でルートの刺入部位は確認できていなかった。 手術終了後, ていなかった。
保後,被覆するまでの間でもう一度刺入部を確認する。
被覆をとった時,患児の左手首から先が紫色に変色していた。すぐに抜針し,あたためた。患児の手
の色は戻ったが,ぱんぱんに腫張していた。
患児が痙攣を起こし心停止状態になった。当直医師が対応し感じの心拍は正常に戻った。CTと CT照射録を検査へ持っていく際、名前の確認をしなかった。 CTをレントゲン袋へしまうとき、その 名前を確認するなどの基本的確認動作を怠らない。 その場に看護師がいなくても、医師とでもダ
BX-Pの検査の指示が出て、医師と共に検査が済みCTが病棟へあがってきていた為、患児のレン ときにCTをとっていたのが、その患児だけであっため間違いではなかったが、名前を確認せずに ブルチェックを行うようにする。 医師・レントゲン技師にも照射録の確認をしてもらう。
トゲン袋にCTの名前を確認せずに袋の中にしまってしまった。その後、医事課がカルテをチェック 片付けてしまった。
中に、他の患児のカルテにその非撮影した患児のものである照射録が挟まっていることが分か
り、他の患児の名前でCTをとっていたことが判明した。レントゲン室へ事情を説明し、CTフィルム
の名前を変更してもらった。
患児にPIｶﾃｰﾃﾙが挿入されている。点滴交換をする際に本来ヘパリンが入っていないといけない 注射オーダーの指示が出た時点で確認がきちんとされずにいた。 １１時に点滴交換をリーダー 基本に基づいてマニュアルに沿ってきちんと確認をする。 ダブルチェックの強化
のに、はヘパリンが入っていない点滴に交換してしまった。注射オーダーにもヘパリンが無かっ
がしなくてはいけないのにしていなかった。 マニュアルどおり作業手順ができていなかった。
た。準夜帯で気がつきヘパリン入りの点滴に交換しもらいつまりは無かった。
患児には塩化ナトリウムが分６で処方されており、投与量の増量の指示がでた。普段は、与薬忘 その時間は、申し送り前であったこと、眼科診察のための点眼中であったこと、業務も多忙であっ 薬剤が届いていない場合、観察板に投与時間のチェックをいれていると、たとえ注入開始後であ
れのないようにと、薬剤袋から取り出し、観察板にはさんでいたが、その日は、増量のため、観察 たことから、確認が十分に行えていなかった。普段のように、観察板に薬剤をはさんでおらず、観 ても、途中で気付くことができた。新しい処方があがってきた時点で、観察板にはさんでおくべきで
板にはさんでいなかった。新しい処方分は、他のスタッフが、児のベットサイドの処方箋箱にいれ 察板の投与時間にもチェックを入れていなかった。
あった。
てくれてあった。投与時間となり、ミルクは注入したが、ミルク終了後に、与薬忘れがあることに気
付いた。主治医に報告し、ミルクが終了して間もなかったため、白湯での投与指示を受けた。その
後リーダーにも報告する。
患児に母親から吸入器の消毒時間を聞かれ、確認したところ交換ができていなかったことが判明 吸入器の消毒時間について看護マニュアルには記載されていなかった。ワークシートの入力忘
個人持ちの吸入器消毒も院内の基準どおりに行うことを手順に追加する。
した。
れ。
患児の感染症状出現の為、挿管・点滴施行後、抗生剤の投与の指示をしたが、適切量の1.5から3 重症者が重なるなど多忙なときだからこそ確認が必要であるもに十分に確認を行わなかった。
指示伝票を手渡す際に声出し確認を行う。適切量がいつでも見られるように、適切量が書かれた
倍量の抗生剤を投与した。他の患児で重症者がいたため混同したものと思われる。確認ミスとし
表を掲示しておく。
た。３日後抗生剤使用を中止、特に腎機能などは認められていない。
患児の経管栄養の内容が日勤帯で出された。日勤者より指示変更の申し送りを受けたが、カルテ カルテでの情報収集を行わずに、申し送りだけの情報を信じてしまった。 カルテで確認すると言う カルテの字が判断しにくければ、自己判断しないで医師にその都度確認する。 医師に確実に読
の確認をしなかった。申し送り後１７時の注入で申し送られた内容のものを注入した。２０時頃カル 基本動作が行われていない。 医師のカルテの字が読みづらい物であった。 カルテの字が読み める字を書いてもらう。 カルテでの確認という基本動作を怠らない。
テを参照したが受領のサインは無く記載されていた指示と申し送られた内容が違っていることに気 づらいと分かっていたが、医師に確認を行わなかった。
づいた。しかし、その後医師に報告、確認を怠り字が読みにくかったが指示の記載を自己判断し
量を間違えて注入してしまった。受持ち看護師に確認し間違いに気づいた。患児に血糖変動の影
響を与える可能性がある。
患児の血糖測定の為、足底部を穿刺した後その針で自分の手を刺してしまった
リキャプしようとした
使用した針はすぐに捨てる
患児の付添い者より、児が午睡から起きたので昼食を下さいと言われ、取りおきを探したが見つ 配膳中に他患者様の対応をしていたため、受け持ち患者の配膳をできなかった。配膳終了後に配 配膳中は他の患者対応を他チームのスタッフに依頼するなどして、自分のチームの配膳中、配膳
からなかった。配膳をした看護師に確認したところ、取り置きを依頼されたが忘れたとわかった。栄 膳車の確認をしたが患児の食事が残っていることに気付けなかった。また、患児の昼食摂取状況 車を離れない。他チームのスタッフに配膳してもらった時は、声かけをして確認する。配膳後に摂
養科に食事を準備してもらえないか確認したが、準備できないと分かり、医師と当直科長に相談し の確認をしていなかったため、午睡中で昼食摂取していないことを認識できていなかった。
取状況を必ず確認する。
て、院内の食堂で弁当を購入し、食べてもらった。
患児二人。夕食後同じ内服薬（バナン・エンテロノンＲの混合散剤）を服用することになっていた。 ・薬袋と処方箋の氏名の確認に気を取られて薬包の氏名の確認があいまいだった。（確認したつ ・薬剤の整理の際薬袋と薬包の氏名がきちんとあっているか確認するよう周知する。
薬剤をカルテに照らし合わせ確認した。その際、薬袋が兄弟間違っていないか、薬包数、異物の もりになっていた） ・薬袋の氏名と中身の薬包の氏名は同じものだろうという思い込みがあった。
混入の有無を確認した。薬袋は兄弟を混合しないように別々に分けて開き確認を行った。しかし、
薬包に記載されている氏名をきちんと確認できていなかった。そのまま配薬されたため、兄弟が間
違って服薬した。
患者、ポータブルトイレに移動、排泄中、ポータブルトイレの蓋にもたれかかり、蓋が破損してバラ 柵つきのポータブルトイレが病棟に不足、柵がなかった。
必ず付き添う。
ンスを崩して転倒した。当時家人見守り中、自分は同室にて不隠患者の処置中であった。
患者：女性、77歳、痴呆あり。 病棟デイルームにて車椅子、オーバーテーブルでセッティング中で ・昼休みの時間帯で、スタッフが手薄だったため、目配りが行き届いていなかった。
・見守りの徹底 ・業務体制の見直し
あった患者が、床に寝転がっているのを、看護師が発見する。痴呆発語みられ多弁だが、疼痛の
訴えはなく、発赤、腫脹もみられなかったので、病室で安静にて経過観察した。 排泄しており、排
泄物の不快感から体動して車椅子より転落したと考えられる。
患者：女性、80歳。痴呆あり。 右麻痺の患者、マーゲンチューブを抜いてしまうため、左上肢は抑 ・患者の理解力低下 ・スタッフの危険予測が不足 ・見守り・巡回の不備
・患者の体位を安定させるため、枕を活用する。 ・体を左の寄らないよう右上肢を抑制する。 ・
制されていた。そのため、体をベッド柵より乗り出し、左上肢でマーゲンチューブを自己抜去しよう
巡回数の増加
としたが、頚部に柵が当たりそのまま動けなくなっていた。 発見時、チアノーゼは見られず、すぐ
にベッドへ戻した。意識レベル変化なし。様子観察とした。頚部圧迫の発赤あったため、湿布貼付
し、主治医へ報告。
患者：女性、88歳、痴呆あり。 入浴中興奮あり、体動活発、四肢の動き活発にて着衣交換し、自 ・患者の精神状態に対する配慮が欠けていた。 ・興奮して体動が活発な患者の介助を、ひとりの ・患者の精神・身体状態に応じてケアする。
室へ誘導すると、右第五趾の表皮剥離あるのを発見する。車椅子乗車した際にぶつけたと考えら スタッフで行ったこと。
れる。 すぐにイソジン消毒、ガーゼ保護をし、圧迫にて止血をはかった。
患者：女性、90歳、痴呆あり。 「寮母さん！」と大声で発せられていたため、看護師が訪室すると、 ・右側のベッド柵２点使用し、最下段にしてあったが頻回に巡回する必要があった。 ・スタッフの ・スタッフの意識づけ ・巡回数の増加
患者が病室の中央に座り込んでおり、「若い女の人が草履を持っていってしまった！取りに行くん （患者の行為が危険につながるという）認識が薄い。
だ！」と訴えていた。起立も自力では困難な方であり、ベッドの左側の柵のない部分から降りたと
考えられる。 外傷及び打撲など認められず、被害妄想の訴え止まらないので、車椅子乗車とし、
様子観察した。
患者；89歳女性、痴呆あり。 患者が左足元の柵をはずし、床に長座位でいるところを清掃スタッフ ・見守り・巡回の不備 ・患者の病室が勤務室から遠い
・病室を、より勤務室に近い部屋にした ・4点柵の片側を連結柵にし、他方を壁側につけた。
が発見する。以前から柵をはずしたり、体動が盛んな患者で、夜間はデイルームにベッドを出して
いた。4点柵をし、ベッドを低くしていた。
患者；98歳女性、痴呆あり。右下肢骨折中。 巡回時訪室すると、ベッド柵をはずし、布団を落とし ・右下肢を骨折しており、歩行できないのに歩こうとしたり、ベッド柵やウロパックのいたずらは以 ・巡回数の増加 ・患者の状態観察の強化
た上に転落しているところを発見。ベッド上に戻し、打撲・骨折はないか確認する。右患肢（以前骨 前にも見られていたが、最近はなくなっていたため、ベッド柵を固定していない事に気づかなかっ
折した所）の痛みを訴えるが、左下肢、両上肢、頭部、体幹の痛みはなく、打撲様もないので、様 た。 ・見守り・巡回の不備
子みる。
患者；女性、94歳、歩行自立 同室の他患のオムツ交換をしていたとき、「ドン」と音がして振り返る ・普段よりふらつきのある患者で注意が必要であった
・患者の状態観察の強化
と患者が仰向けに倒れていた。 外傷なかったものの、膝が痛いとの訴えあり、状態観察となる。
患者；男性、痴呆あり。(車椅子による徘徊、オムツはずしなど)ベッドで臥床中、オムツ交換で訪室
したところを発見。ベッド柵(頭側)を一ヶ所はずし、横移動した後、足元より転落したものと思われ
る。ベッド柵４点使用中であった。オムツをはずしていた。柵がはずれていたが物音は聞こえず、
いつ転落したのか不明。２０分前に訪室した時は異常がなかった。 バイタル測定、打撲の確認を
行い医師に報告。本人からの訴えがはっきりせず。
患者ＡＢを患者ＡＣで印字薬袋された
患者ＡＢを患者ＡＣで散剤分包紙に印字
患者ＡＢを患者ＡＣで調剤

・今までベッド柵をはずすことはなかったが、患者の気分が高揚していたので注意が必要であっ
た。 ・見守り・巡回の不備 ・危険予測が不足

・見守りの徹底、巡回数の増加 ・スタッフの意識改革

マスターを触っていないにも係わらず患者名が違って印字された（原因不明）
分包紙の再セットでID番号ではなく思い込んでいた氏名を印字した
患者名での呼び出し

処方箋と薬袋の監査を行ってから調剤
ID番号より入力して調剤する
ID番号での患者名呼び出し
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具体的内容
患者Ａが手術を受けるため、輸血が発注された。病棟に届いた血液はクロスマッチに出され、一方
で輸血伝票が準備されたが、このとき、患者Ｂのエンボスが押されてしまった。クロスマッチから
戻ってきた血液パックに、患者Ｂの氏名がかかれた伝票が貼付された。これらの作業は看護師に
よってなされたが、誰がどの行為をしたかは不明。看護師Ａが輸血保管庫のある薬剤課に血液
パックを持っていこうとして、誤りを発見した。
患者Ａにカマグの処方あった。処方箋の控えを見て確認したが、実際は、同室の患者Ｂに配薬し
ていた。患者Ａより薬が来ないと言われて、誤薬に気づいた。
患者Ａに夕食後薬を渡し服薬の確認をせずに病室を離れた 患者Ｂに与薬しようと思ったが薬が
無く、患者Ａの薬が残っていた 間違って薬を渡したと思い患者Ａのﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞに行ったが、既に服
用していた
患者ＡのビソルボンＯＦＦの指示があり、抜く際に誤って、患者Ａのビソルボン１Ａと患者Ｂのビソル
ボンを１Ａずつ抜いてしまった。病棟看護師が気付き、患者様へ投与される前に処理ができた。

背景・要因
改善策
看護師がクロスマッチ伝票を作成時、同時に輸血伝票を起こしてエンボスを押すことになっている 輸血や輸血に関わる伝票を処理する時には、必ず複数で読みあわせを行うという原則を遵守する
が、それが別々になされた。輸血や輸血に関わる伝票を処理する時には、必ず複数で読みあわ よう、看護職員に指導・教育を行う。クロスマッチ伝票と輸血伝票は同時に起こす。誰のために準
せを行うという原則が守られなかった。エンボスを押す時の看護師の不注意。
備された血液であるかを、看護師は意識して行動する。
患者に薬を渡す時、思い込みで患者確認ができていない。 与薬時の確認の原則が守れていな
い。
患者の疾患と投与されている薬剤を関連して考えることができていなかった 手順通りの与薬業
務を実施していなかった

基本の確認事項の厳守（患者に薬袋を見せて、声だし確認。）

早とちり

再確認。

患者Aの受け持ち看護師Bが、他のことを行っている間に、血糖チェックのオーダーが出ていた。 ・血糖が低く、TZをivしたりしていた。血糖のスケールが始まらないのは不思議に思ったが、朝の
看護師Bが戻ってくると、看護師Aから、スケールが始まる指示がでたので確認するよう送りをもら 血ガスを取ったときに評価するつまりなのかと思ってしまった。・患者の病態に対する意識が薄
う。しかし看護師Bは、それを、始まってもいいようにスケール用紙を挟んでおくようにとのことだと かった。
思ってしまった。そのまま22時の血糖チェックをせず。深夜看護師Cが、指示の出ているスケール
用紙を発見。2時の血糖チェックの値とともに医師に報告。
患者Aの定期薬に、患者Bの臨時薬が準備されていた。事前に発見した。役
確認不足。
患者Ａの透析後返血を行う予定であった。患者Ａに血圧測定と透析後注射（エポジン）を行ったの 返血を行う前、注射伝票を確認していなかった。
ち、自分の受け持ち患者（以下患者Ｂ）の状態が悪くなったため、返血担当を変更。患者Ｂの返血
前血圧測定をしたところ低下していたため、急いで返血をしようと思い、又、患者Ａに行った透析後
注射（エポジン）を患者Ｂに行ったものと思い込んでしまい、注射せずに返血・抜針してしまった。
透析回路を片付ける際に注射器がなかったため、記憶をたどり、注入していないことに気付いた。
直ちに医師に連絡。その日の投与は無しとなった。
患者Ａの頭部ＣＴを施行し、数分後プリントアウトしたが、間違えてその前に頭部ＣＴを施行した患 確認不足。
者ＢのＣＴをプリントしてしまった。袋に入れる際も間違いに気づかず、患者ＢのＣＴを外来に渡し
た。後日、患者Ａが受診した際、医師が間違いに気づいた。
患者Ａの発熱があった。アナバン坐薬の指示が出ており、使用すべきか考えていた。その時に、 確認不十分。多忙であった。あわてていた。
他の看護師から患者Ｂの疼痛があると報告を受けた。患者Ｂの部屋へ行き、疼痛があったためイ
ンダシン坐薬の指示をカルテで確認した。しかし、アナバンと把握してしまい、間違えて保管薬より
アナバン坐薬を使用した。日勤から準夜への申し送りで間違いに気づき主治医へ報告した。患者
Ｂへは検査も治療も必要なかった。
患者Ａを患者Ｂと入力して薬袋発行し、病棟へあがり看護師より指摘を受ける。
業務手順見直し
患者Ａ氏が採血を行う為、処置室に検査伝票持参。１枚目の伝票は氏名を確認し、２枚目は検査 事前に本人と検査伝票が一致するか必ず声だしをして確認する事の原則を守る。 検査室へ提
項目のみ確認し採血を行い検査室に届けた。検査室より「Ａ氏の検体はあるが生化学検査の伝 出時も検体と検査伝票を照合を必ず行う。
票がない。」「Ｂ氏の生化学伝票はあるが検体が無い」と連絡を受けた。Ａ氏の採血実施の記憶が
あったので消化器外来看護師に確認するとＡ氏とＢ氏の伝票を誤って渡した事が判明した。
患者Ａ氏、プライミング時ヘパリンセット不良の為、透析開始時に全量注入されてしまう。介助者が プライミングミス、プライミングチェックミス、開始時チェックミス
気付き、患者Ａ氏に謝罪。Ｄｒ報告、２時間後ヘパリン１．０ｍｌワンショット指示。
患者Aがオムツ内の便に不快感を感じ、自分でオムツを変えようとして四点柵を乗り越えて、ベッド 床上安静の期間が長く、レビン・バルーン・IVH・モニターなどルート類も多くついており、ストレスが
サイドに立っている所を先輩ナースが発見される。その際、バルーン、レビン、心電図モニター、O2 溜まっていた。 患者がどこまで動けるかを把握できていなかった。 排便パターンを把握できてい
カニューラを抜去され、IVHのルートを引っ張っている。ひとまずベッドに戻ってもらい、Drに報告す なかった。
る。その後、更衣・シーツ交換をして、Drに患者を診てもらう。DrにてIVHのルートを固定しなおし
て、Nsにてバルーンも再挿入する。
患者Ａのカード差込時、時間の変更を怠る。（土曜日は４→５時間）リーダーが気付き、事なきを得 確認不足
る。
患者Aの水薬（デパゲンシロップ1回量５ｍｌ）が1回分多く残っており患者Bの水薬（デパゲンシロプ 計量し、注いだ職員が一人ひとりの名前の確認を怠った。 ボトルに書かれているラインのみので
1回量７ｍｌ）が1回分不足していることに気が付いた。水薬を与薬前に計量する際、3人のボトルを 計量し、実際の量を確認していない。 一人で作業を行い、2重3重の確認がされていない。
一緒におき、計量したため、Bのボトルから間違えてA・B両方の分を注いでしまったと考えられる。
ボトルに1回量ずつラインが引いてあり、それを元に計量した。結果、通常Aが５ｍｌのところ７ｍｌ与
薬してしまったと思われる。
患者Ａの点滴生食100ML+ﾌﾙﾏﾘﾝ1gに患者Ｂのｱﾐｶｼﾝ１Aを注入してしまった。
点滴詰め作業の最後の1本で注意力が不足していた。
患者Ｂの末梢輸液が、10時の時点で16時まで入ってしまっていた。（ヴィーンＤにて60ｍｌ/ｈにて輸 医師Ｃと看護師Ｄが末梢入れ換えを行っていた。看護師Ａは入れ換え後滴下を確認したつもりで
液中）医師Ｅに報告。ＤＳＡに行くときであったため、ラクテック（500）を60ml/hにて開始し、そのま あったが、不十分であった。
ま様子観察とする。
患者Ｂ用の点滴を実施した。朝のラジカットの点滴施行時、患者Ａに実施するとき、同一の点滴内 ・思い込みをしていた。 ・名前を確認したが十分に確認されていなかった。 ・基本的な名前確認
容であったＢ氏の点滴と伝票を持っていって実施した。開始後に家族が点滴ボトルの名前違いに の手順を守っていなかった。
気付き、再度正しい点滴を実施した。患者と家族には点滴は同一である事を説明し納得してもらっ
た。
患者ＩＶＨルートからの液漏れ。挿入部ではなくルート裂破による物と思われる。
医療用具の品質の問題点
患者が,本人の衣類を取ろうとして、立ち上がり転倒をした。 同室者の連絡にて、訪室。状態観察 休日の勤務者人数、訪室回数が少ない。
を実施した。
患者が、床頭台に置いてあった吸引用の蒸留水のカップを持ち、中の水を飲んでいた。誤嚥等は 痴呆で理解力が乏しい患者の、手の届くところに飲用でない水が置いてあった。前日まで自力で
なく、その後も特に異常は認めなかった。
動くことがなかったため、誤飲の危険性について認識に欠けていた。
患者が「幻聴が聞こえるから近づくなといったため、看護者はその場を離れた。その後患者が窓ガ 不可抗力。
ラスを強く閉めためガラスが割れてしまった。
患者がトイレから出てきて、落ちているゴミを拾おうとしてしゃがみ、立ち上がってふらつき前へ倒 痴呆のある患者であり観察・物音に注意していたがおこってしまった。カーテンも開放し、行動が
れた。その際、洗面所の縁で額をぶつけ切傷となった。当直師長および当直医師に連絡。診察に すぐに確認できるようにしてあったが、トイレ誘導の確認をするべきであった。
て縫合３針。様子観察となった。翌日家人に連絡し様子観察となった。
患者がトイレに行きたいと言ったため、ベッド柵の倒し方を説明し、ポータブルトイレを使用しやす 患者一人でも大丈夫であると思い込んでしまい、見守る事をしなかったこと。
い位置にセッティングした。一度、移動状況や排泄中の動作をみており、ふらつきなどなく移動でき
ていたため、今回は一人でも大丈夫だろうと思い込んでしまい、最後まで見守らずに退室してし
まった。その後、トイレに移動する時に足がもつれてしまったようであり、しりもちをつきベッドサイド
に座り込んでいる所を日勤者が発見した。臀部痛や外傷見られていない。
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・血糖チェックのスケールが始まらないことに少しでも疑問をもった時点で確認をする。・送りをも
らった時は、急いでいても、復唱したり落ち着いて整理するようにする。

確認の徹底。
透析患者にとってのエポジン投与がどんなに大切なものか、改めて指導し、カンファレンスでスタッ
フ全員に伝え、漏れを防ぐよう徹底した。

確認を怠らない。
カルテの指示を直接見ながら準備をする。一つの事柄を解決してから次の事をする。

パソコン入力後の再確認の徹底を促す。
事前に本人と検査伝票が一致するか必ず声だしをして確認する事の原則を守る。 検査室へ提出
時も検体と検査伝票を照合を必ず行う。
ヘパリンセット時の確認。プライミングチェックの徹底。
不要なルート類を外していく。 患者のベッド柵を高いものを変える。 部屋の前を通る際には患者
の状態を確認する。 排便パターンを知り、排便後なるべく早くオシメを交換するようにする。

変則患者の把握
計量時、1回量と患者名の確認を複数で行う。 ボトルのラインのみでなく、実際の量を確認する。
同じ水薬のボトルには、個々が識別しやすいように、特徴をつける。

注入するとき時点でもボトルに書いてある薬と同じであることを確認することを忘れない。
末梢に入っていたことも考え、滴下筒だけを見て合わせるのではなく、ラインすべてを見て、屈曲
や圧迫がないかも見てから合わせる。
・マニュアルに記載されている名前確認の基本手順を守る。 ・患者をフルネームで呼ぶ。 ・患者
に名乗ってもらう。 ・意識の無い患者はベッドネーム確認する。 ・チェックリストの導入を検討す
る。
納入業者へ原因調査依頼中
訪室回数の頻度をあげる、患者の訴えの傾聴。
ベッド周囲の環境整備の徹底。
幻聴に対する看護ケア。
カンファレンスでも情報共有しており、夜勤体制に入ってもＡ・Ｂチームにかかわらず行動観察。転
倒スケール的には最大のリスクを持っており、今回の転倒を含め家人へ説明と指導の了解を得
た。医師からもリスクについて家人に説明した。介助なしではトイレ歩行は困難であるため、家人
が在室していても排泄はポータブルトイレを使用するよう説明した。
トイレに移動する所まで見守り、終了後は看護師を呼んでもらうようにする。また、こまめに声掛け
を行なっていく。
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具体的内容
背景・要因
患者がトイレに行きたいと言われサイド座位までしか行った事がなかったのではないかと思い一度 申し送り時 日勤ナースに一度も歩行していない人を夜中に歩かせる事は危険であることを指摘
カルテを見に詰所へ戻った安静度は歩行可であった為に車椅子トイレへ行こうと考え一人出歩く される
のは足の痛みがありふらっく可能性があると思い歩行器で車椅子トイレまで行った
患者がトイレに行くとき、点滴が終了しており新しい物と交換した。その時に滴下を合わせたが患 立位にて滴下をあわせた後、ベッドに戻ったときにすぐ臥位の状態で滴下速度を合わせなかった
者は立位であり、トイレが終了しベッドに戻った後確認に行くと交換した５００ｍｌの輸液が終了して ため。
いた。（約４０分で）
患者がトイレに行こうとしているところに出会わせたが歩行状態は安定していたので介助しなかっ ・患者の状態把握不足と危険への予測不足
た。トイレ近くで大きな音がしたので他の看護師が行くとトイレ前の廊下で仰向けに倒れている患
者を発見し、後頭部を打った様子であったので頭部のＣＴを施行した。
患者がトイレに行こうとして部屋から出たところで転倒、切傷あり2針縫合する。
・物理的な環境や設備上の問題点
患者がトイレに行った際、点滴架台が緩んでおり、右手第５指をはさみ出血した。医師に報告、処 器機の点検不足。点滴に関して指導不足。
置をこなう。
患者がトイレ内で時折喫煙しているが、現場は確認できなかったが、トイレがタバコ臭で充満。
自律神経機能低下、不安などから日頃の習慣である喫煙行為に至ってしまった。説明不足。

改善策
安静度だけではなく此方側ができることかどうかをもっと考える 患者の痛みの程度や年齢時間
帯をもっと考える
患者がやむを得ず立位で輸液を合わせるとき、臥位の状態に戻ったら連絡してもらうか、こちらも
時間を考慮した上で観察に行く必要があり、患者の姿勢に合わせ滴下をなおしていく
・患者の病状を考慮した安全への対策立案

・センサーなどによる離床を早くにキャッチし、看護師が患者のそばに行く。
点滴架台の緩みがないか、日々チェックを行う。点滴架台の高さ調節をしないよう指導する。点滴
台の移動方法について指導を行う。
不安から来るものなのかなどの原因を把握し、入院中は他の患者に迷惑がかからないよう配慮
し、メンタル面をサポートしていく。
患者がトイレ内で転倒しドアにもたれてしまい，外側がトイレのドアが開かず救助が遅れた。 警備 トイレが和式であったため，立ち上がることが出来なくなったしまった。 トイレの戸が内側に開くた 戸を開き戸にする。 患者の状況に注意を払う。 対応は難しい。
員を呼び天井から入り救出した。 患者は動けなかっただけであった。
め中で患者が障害物となってしまった。
患者がベットから降りようとした際，ベットが高く，足が床に届かず，転落した。 足をぶつけただ
ベットの高さが合わなかった。
患者に合わせたベットの高さを患者の状態に合わせる
け。
患者がベッドから降りようとして末梢の点滴ルートが引っ張られ抜けてしまった。
患者はもともと脳梗塞の既往があり、事故発生時、失見当識があった。場所が解らず軽度の興奮 患者にICUという場所の説明を行う。移動時には患者に付き添う。
状態。しかし、その数分前に会話した時は特に不可解な言動や行動は見られていなかった。
患者がベッドサイドで座り込んでいると家族より報告あり。バイタルサインチェック異常見られず。 不全麻痺があった
１移動時は必ずナースコールをするよう説明（繰り返し）
主治医に報告。様子観察の指示
患者がベッドサイドに座り込んでいるのを発見。本人と目撃していた妻の話では、車イスに移ろうと 左上肢と骨盤骨折があり、また意識レベルも１－１で転倒リスクはあった。
車イス移乗時は看護師の監視下とする
して立とうとしてベッド柵につかまったが手がすべりそのままベッドから滑り落ちたとのこと。頭部を
軽く打ったようだが外傷や疼痛もなくバイタルサインも特変無し。待機の医師に電話にて報告．様
子観察とした。
患者がベッドサイドのポータブルトイレにスリッパに履き替え自力で移動する際、滑り転倒。 同室 ベッド周辺の患者利用物定位置の確認，確保の問題点。
巡視時にポータブルトイレ等の定位置確認。患者への位置確認指導。
患者を訪室していた看護師が音に気づき直に起こし、排泄させた後にベッドへ戻した。 患者への
影響なし。
患者がベッドの足元で横向きに臥床していた。
患者は、「部屋が暗くトイレがわからなかった」と訴えた。看護師は患者の行動を把握できていな 患者ごとのアセスメントを行い、看護計画を立案する。行動が予測できない部分もあるため、患
かった。
者・家族の意見を含めた計画にする。
患者がベッド上でテレビを見ようと、ベッド柵があると思ってよりかかったところ、そこにはベッド柵 ベッド柵は左右に１本ずつ、ベッドの頭側は左右とも約４０センチメートル程度の隙間があった。患 看護師は、転倒転落の危険度に合わせた対策を確実に行う。ベッド柵は必要な患者に必要な数
がなかった。ベッド柵は左右に１本ずつ、ベッドの頭側は左右とも約４０センチメートル程度の隙間 者は転倒転落危険度が？であり、普段昇降に使う所以外は、ベッド柵をつけておく、というルーチ だけ使用することを、看護師、看護助手は理解して業務を行う。
があった。そのためベッドから転落した。
ンの安全対策が守られていなかった.
患者がポータブルトイレに移動しようとして転倒した。
患者は一人で出来ると思いナースコールしなかった。
患者の排泄状況を十分把握し、ナースコールが鳴る前に対応する。
患者がポータブルトイレ移動後に、ズボンをあげる際ふらついて転んだ。
患肢は免荷の指示であった（患者はその通りにして転倒）。排泄動作などの移動のときは、看護 患者が間に合わないという以外には、ポータブルトイレを患者のそばに置いておくのではなく、トイ
師を呼ぶように指導してあった。ポータブルトイレをベッドサイドに置いてあった。
レまで誘導し動作介助を行う。
患者から「おなかが冷たい」といわれ、腹部・背部を観察すると、持続硬膜外チューブが抜けてい テープの種類
チューブのずれがないか、観察を各勤務でする。
た。
患者がラキソベロンを点眼した。 夕食後と眠前の配薬箱を一緒に患者の所に持って行っていた。 判断力の低下している患者と認識していたのに、薬剤を患者の所に 置いたままにしていた。 緩 薬剤は必要時に患者の所に持って行き、投与する。
夕食後の内服をされたのを確認して、眠前のものをそのまま患者の 所に置いていた。２０時に訪 下剤であるのに点眼薬様である。
室時目がチカチカすると訴えられ、 見ると枕元にラキソベロンの容器が転がっていて、確認する
と 「目薬をさした」といわれた。 すぐに生食で洗眼し、医師の診察を受けた。洗眼後は痛みもなく
なり 充血もなし。
患者からナースコールあり、訪室すると点滴ラインの接続が外れていた。
ライン確認が不十分であった。体動により緩む可能性を考えていなかった。
ルールの徹底。訪室の際はラインをその都度観察・確認を行い、チェックの回数を増やす。
患者からナースコールあり訪室すると、点滴の接続が外れていた。
接続部分の確認を業務開始前に行わなかった。
マニュアル通りの業務を行っていく。
患者からナースコールがあり、「下腹部が痛い」と。看護師が腹部を観察すると、ソケイ部の透析 患者の状態把握不足。患者の要因。
患者の行動監視。夜間等は、手の抑制。
用シースが抜けていた。患者は、自分で抜いたとのことであった。出血が少量あったが、止血して
いた。シースを固定していた縫合糸を医師に抜糸してもらった。
患者からナースコールがあり訪室すると患者が床に倒れていた。ポータブルトイレに一人で移ろう ポータブルトイレの使用方法（病室への置きっ放し）の問題
ポータブルトイレを引き下げ、排泄時はコールしていただく。 時間を決めて、排泄誘導を行う。
として足がすべり倒れた。頭部を打撲したとのことで、ＣＴ検査したが異常なかった。
患者からの呼吸苦痛の訴えがあり、呼吸器からの空気漏れに気づいた。
呼吸器のトラブルが直接の原因であるが、観察不足から発見が遅れたことも原因である。
呼吸器は回路交換後のトラブル発生が少なくないので、看護師とＭＥ技士がダブルチェックする。
また、使用部品の種類も変更する。
患者からの報告後、状態観察し、医師に報告、様子観察の指示受ける。
長期臥床による下肢筋力低下とそれに対する指導不足、ライン類挿入中
下肢の筋力低下について指導し、しばらくは看護師監視の元、行動するよう指導しました。医師に
リハビリについて相談をしました。
患者からリハビリ前の坐薬を入れてと言われ、Ｄｒ指示をみて他のチームＮｓに薬剤を確認してもら 担当Ｎｓではなかったために、体温表までみていなかった。指示欄の記載変更ができていなかっ 前回いつ鎮痛剤を使用しているかの確認も必要であり、処置・与薬欄の確認も行う。患者の状態
い、ボルタレン坐薬２５ｍｇを挿入した。 しかし、２日前より坐薬中止で内服に変更になっていた。 た。朝の情報交換時に内服変更の情報がなかった。受け持ちＮｓが不在で、坐薬入れているとい の変化は朝にチームで情報を共有する。
う認識があった。
患者から呼ぶ声が聞こえ訪室すると、紙オムツを外し右ソケイ部に挿入されていたＩＶＨカテーテル 1時間毎の訪室で観察し入眠していた為安心していた。オムツを外すことを予測していなかった。 ３０分毎の訪室に変更。特に朝方の患者の状態をよく観察しオムツ汚染に気を付ける。
を自己抜去していた。出血なくその後再挿入せず。
患者から採血したスピッツを処置室に保管していたが、クラークが、アンモニアのスピッツを提出し 保管場所に不備があった。 スタッフへの周知が不十分だった。
病棟内でのスタッフへの周知徹底。 保管場所の見直し。
忘れた。
患者から装具採型後に合わせギブスにした際、患者皮膚を挟んだままにしてしまった。患者の入 患者状況に合わせた処置の問題点
高齢者にはギブスではなくシーネ施行
浴介助の際、看護助手が水疱形成を発見。患部へパーミエイドを貼った。
患者から息苦しさを訴えるナースコールがあり、準看護師が訪室したところ、酸素の流量計と酸素 患者の体動が激しく、寝返りをする時に、体の一部にチューブが引っかかった。看護師は、患者の 看護師は、起こり得る事故の予測したうえで、予防対策を行う。看護師は酸素チューブの長さや接
カヌラのチューブの接続がはずれているのを発見した。患者はベッド上でどうにか自力で寝返りが 体動を考えてチューブの長さを考慮すべきだった。看護師は、酸素流量計と酸素チューブの接続 続方法は、患者の状態を考慮して決定する。看護師は、接続のはずれが予測されるところは、容
出来る程度しか動けない状態だった。流量計と酸素チューブの接続は緩んではいなかったが、
がはずれないような工夫をしていなかった。看護師は、酸素流量計と酸素チューブの接続がはず 易にはずれないよう、テープで固定するなどして工夫をする。
引っ張ればとれるような状態だった。
れることを予想していなかった。
患者から朝食後の内服薬を飲ませてほしいと言われ、内服させたが、夜勤者が朝食後薬を既に ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方 ・業務手順・ルール、チェックの仕組み
・内服に関する申し送り及びカルテ記載の徹底。 ・チームリーダーとの報告を密に行い、情報交
内服させていたことがわかった。 主治医に報告し、一般状態を観察したが、特に問題なく経過し
換を行う。
た。
患者から点滴が逆血しているとのナースコールがあった。すぐルートを接続しなおした。
接続部の確認不足
確認を定期的に実施する
患者から暴力を受けた
患者状態観察不足
患者の状態に応じて気分転換をはかる
患者から夕食前の薬がきていないと連絡があり調べたところ違う患者に配薬していた。
与薬の準備から配薬時の確認を怠った。患者が与薬している内容を把握していない。
薬袋から薬を出すとき、薬をケースに入れるとき、与薬するときの3回確認を必ず行なう。患者が
服用している薬の内容を把握し疾患との関連づけた意識をもつ。
患者カルテを見間違い，違う種類の痛み止めを注射した。 経過観察記録したが，患者の異常は 指示書等の確認の問題点
カーデックス、カルテの再確認。声だし確認、注射準備前後の確認徹底。
なし。
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具体的内容
背景・要因
改善策
患者が愛用いているスポンジ製のおもちゃがちぎれた状態でちらばっており、他患者が口に含ん 指先が器用でおもちゃを触っているうちにちぎれたと考えられる。危険なおもちゃ、物品の管理不 身の回りに破損しやすい物を置かない。安全な環境整備
でいた。
足。
患者が以前も夜間透析になり、ＳＡＴが９６ー９７％まで低下したことがあることを知っていた。ＳＡＴ アラーム音すべての設定をチェックしていなかった。ＳＡＴが９６ー９７％までは下がると軽く考えて アラーム設定の重要さを再認識する。
９５％が見え、血液ガスを取らなければと思うも、他患者の個室に入ってしまった。ＳＡＴアラームは いた。思い込みで観察が不十分であった。
オフになっており、音が鳴らなかった。
患者が胃管を抜いたと妻よりコールあり。訪室するとすでに抜いていた。
抑制をするとよけいに興奮するため、妻の希望でミトンはしなかった。
・不隠時の指示を早めに実施 ・注入中のみは抑制を使用する
患者が外出するため、朝と２０時に行う点滴の時間を朝のみ７時に変更し、看護師Ａの依頼を受け 看護師Ａが日勤看護師に申し送りを行わなかった、または不十分だった。看護師Ｂは、点滴施行 看護師は、指示箋と点滴の内容を照合する際、確実にマニュアルどおりに行う。看護師は、変則
て看護師Ｂが施行した。看護師Ｂが指示箋にサインをしなかったため、点滴と指示箋の確認をして 後にサインを行わなかった。理由は多忙のため、施行する処置を優先していたため。指示箋に
的な時間に投与される点滴については、施行時に必ずサインを行う。また、夜勤者は日勤者に確
いた看護師Ｃは、点滴をしていないと思い、朝分の点滴を行った。点滴が終了した時点で患者から は、夜勤者により施行時間を７時と明記してあったが、看護師Ｃは指示箋確認時、「時間変更があ 実に申し送る。時間が変更され、すでに点滴が行われたことをわかりやすく表示しておく。看護師
看護師に問いがあって、誤りが発見された。
るはずがない」という思い込みから指示箋の確認が十分でなかった。看護師Ｃは、点滴を患者に は点滴を行う時には、必ず患者にその内容と目的を説明する。看護師はスタッフ数が少なくても、
施行する際、点滴の内容と目的を患者に説明しなかった。看護師Ｃは、日曜日でスタッフ数が不 指示箋の確認や点滴内容の照合を確実に行う。休日のスタッフ数の検討。
足していることから、気持ちに焦りがある中で指示箋と点滴の照合を行っていた。点滴の時間が
普段と異なることをわかりやすく表示するものがなく、看護師Ｃは、時間の変更に気付かなかっ
た。点滴を行う際に指示箋と照合しない現在のシステム。
患者が外泊する際に「薬は朝ごはんのあとに飲んでください」と説明した。帰院時に、患者から内 「朝ごはん」という慣用で使用している言葉で説明したことによる間違い。 情報の共有を確認する 誤解を与える表現を避ける。 カンファレンスにおいて、リスクマネジャーより「相手の理解を確認
服薬を受とり、残薬があったので、理由を尋ねたところ「家では、パンをたべたので、飲まなかっ
確認会話がなかった
する」「例を挙げて説明する」ことが指導された
た」との返事があった
患者が外泊のためエレベータ前で待っていた所ふらついて倒れエレベーター脇の柱に顔がぶつ 貧血がありふらつきがあった ＳＬＥでＰＳＬ２７ｍｇ内服中であり筋力低下していた
患者様の状態を把握し必要時車椅子を使用するなど働きかけをする
かり前歯２本、右腕皮膚剥離する
患者が外泊の為家族が内服を取りに来たので、担当者と２名で確認して手渡したが、眼剤を忘れ 見落とし見間違いによる注意点。
常にカルテと照合し確認が必要である。 担当者との確認のあり方について、もう一度考えてみ
た。 病室へコールしたが、帰った後で携帯へ連絡する。 患者からは、この間も外泊時眼剤を忘
る。
れたのか、くれなかったけど眠れたのでいけますとの事だった。
患者が外泊希望された。担当の自分が外泊の準備していたが、投薬係りのスタッフが、内服準備 患者の多くは１泊外泊が多く、２泊で月曜日に帰院予定であるという変則のことを、内服準備を申 外泊・退院などの時は、必ず必要な期間の分があるかと、内容を二人の目で確認する。内服の準
を引き受けてくれた。口頭で外泊の期間をそのスタッフに伝えた。患者がスタッフセンターまで準備 し出てくれたスタッフ改めて説明しなかった。又、準備を終えた薬を、再度自分の目でワークシート 備を人に依頼する場合は、必ず日付けをはっきりと明確に相手に伝える。外泊の場合は、本人に
を終えて来ており、準備後渡された薬をダブル確認はせずに渡してしまった。
と照らし合わせて内容と、外泊の日付とを確認する必要があった。
説明をする際、実際にベッドサイドで薬を出して、患者と共に確認することも大事である。
患者が帰室後確認と記載されたメモとバンコマイシンの点滴がおかれていた。患者の指示書には 医師の指示忘れ 看護師と医師の確認の連携ができていなかった
指示は、指示書に記載必ずする。
何も点滴の記載はなかった。患者は19時に帰室したが、その後8時間置きっぱなしであった。気づ
いた看護師が医師へ確認し薬剤を点滴する指示が出た。作成しなおしした。
患者が帰宅してから風邪薬をオーダーした
労働体制の問題（外来診察が多すぎる）
患者が診察室から出たら間を置かずにオーダーするようにアナウンスする
患者が起き上がり「返血時間はまだか？」と訴えあり。メモ用紙の時間はあっているが、ホワイト 終了時間の記載ミス
確認をしっかりする
ボードに記載されていた時間が１時間ずれていた。２６分遅れて返血となる。
患者が吸引用に用意してあった、薄い消毒液を１００cc飲んでしまった様子。
肝性脳症で思いもよらぬ行動をとることがあるので、患者自身の問題ではあるが、当方も注意す 吸引セットは患者のての届かないところに置く。
る必要がある。
患者が慌ててベッドから離れようとした際、ベッドから顔面を下にして転落する。他の患者より知ら ベッドに腰掛けており、滑り落ちたものと思われる。申し送りの時間帯で病室の方にスタッフはいな ベッド柵は既に設置されており、本人には深く腰掛けることや、ゆっくりと行動をとるよう指導する。
せあり、駆けつけた所、ベッドに座り顔面の左側を押さえている。左前額部に直径３ｃｍの腫脹、疼 かった。
痛あり。左頬部に打撲痛あり。他は異常なし。意識清明、嘔気、嘔吐見られず。
患者が混合病棟から療養型に転病棟する際の事故。混合病棟の看護師から療養型病棟の準看 看護助手だけで患者の移動をした。看護助手は胸腔ドレーンがどのようのものであるかを知らな 患者の移動には、必ず看護師または準看護師が参加し、必要な注意を看護助手に与える。看護
護師に申し送りをしていた。患者は３人の看護助手によってストレッチャーからベッドへ移動してい かった。看護師が、患者の移動に関わらなかった。看護師が看護助手に対して、胸腔ドレーンに 助手に対する教育。業務の流れを見直す。
たが、そのときに左胸腔に挿入されていたドレーンが抜去してしまった。
対する注意を促さなかった。
患者が四脚杖で自主歩行訓練中、方向転換しようとしたところ杖とともに転倒。左腹側部を打撲。 完全自立レベルだったので注意を払っていなかった。本人もまさか転倒するとは思っていなかっ 自主トレーニングでも監視を怠らない。患者の筋力が衰えて、支持力低下してバランスを崩したと
た。患者のレベルのチェックシステムに問題あり
き自分の体を支えられなかった。
患者が持っていた鑢で皮膚の損傷。爪に鑢をかけようとして皮膚を削った
確認不足
既往のある患者は環境整備を行い、危険な持ち物がないかを確認する
患者が自己にてポータブルトイレに移り、用を足してベットに戻る際に滑るように転倒される。主治 術後3日目、移動は不安定であったが、ベット柵をしていなかった。また、弾性ストッキングをはい あらかじめ、ベット柵を4つする。ポータブルトイレを病室の外に置く。患者に繰り返し説明する。
医に連絡すると様子見るとのこと。ベット柵4つし、再度患者に説明する。
ており、転倒時はスリッパをはいていなかった。何度説明しても、患者の理解悪く自己にてトイレに
移っていた。
患者が自己にて座位へ移行する際にベッド下へ転倒したところを発見。外傷はなし。
手すりが３つだったことが患者自身でもベッドサイドに腰掛けようとすることが可能な環境であっ
病状が軽快し、活動範囲を少しずつ拡大していこうとし始めた段階であり、患者が自己の判断でい
た。
つもはしないことをしてしまうのではないかという予測の欠如により、事故発生。患者自身の気持
ちと体力の回復レベルに少しズレが生じることを的確に予測し、柵を増やすことを必要となったタイ
ミングに行っておくこと。
患者が自己管理していた内服薬で血圧の薬（朝１回）とアレルギーの薬を間違い服用したと報告 患者管理で看護師の関与や確認のシステムが不備。
内服薬の自己管理について細かな検討をする予定。薬剤師に関与してもらう。
あり。血圧１６７／８３ｍｍHｇ医師へ報告したところ「降圧剤を増やそうと考えていたところなので心
配しないよう」本人へ説明あり。血圧測定をし経過を見、特に大きな変動はなかった。
患者が自分でベッド柵を倒した際に、点滴ラインが柵にはさまり、点滴架台が窓側へ倒れた。患者 輸液ポンプの位置が高く、点滴架台のバランスが悪かった。点滴架台の足が４本であることも一 輸液ポンプの高さ調整。点滴ラインをベッド柵にはさまないように患者指導。
への影響はなかった。
因か。患者への点滴ラインに関する説明が不足。
患者が自分で点滴ルートを引きちぎっていた。針は抜けていなかったが逆血していた。
患者がそのような行動をするということが予想できていなかった。患者が現在の自分の状態を認 患者にもう一度点滴の必要性、破損した場合の危険性を話し納得してもらった。
識できていない。
患者が自力でベッドサイドのﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚに移動しようとしたが、途中でふらつき床に倒れ込んだ 環境の変化があった 眠剤の影響を配慮していなかった 患者は生活行動レベルを上げることへ 患者の特性を把握し予測した対応を検討する 患者と早朝の排泄時間帯を相談し誘導することと
前日に他の病棟から変ったばかりだった 眠剤を２種類服用していた 右片麻痺があった
の意欲が高かった 遠慮深い患者であった
した
患者が寝てテレビを見たいと言われたためテレビを見るのにサークルベッドの棚をしたままだと見 何故この患者がサークルベッドを使用しているのか理解していなかった
必ず離れる時はサークルベッドの棚をする その患者精神状態を考える
えにくいと思い上げていなかった ３０分後詰所に出て来ているところ他のナースに発見され車椅
子に乗せてもらい転倒は無かった
患者が洗面所に行こうとベットから起きあがり、靴を履こうとしたが、靴が見つからず足を伸ばしつ ・患者のベット周囲の配慮不足
・患者の視点でベット周囲の環境をみる看護師を育てる。
ま先で靴にふれたが履くことができずにベットより滑り落ちた。
患者が蓄尿器に尿を入れた直後に、貧血様のめまいがあり、廊下で転倒した。
患者の状況の確認不足
病室での蓄尿への変更
医師への蓄尿の必要性の確認 患者への声
かけ
患者が転倒し、輸液ルートが外れた。逆血を確認しクリトパンを接続し、ルート内の逆血分を早送 研修医の知識不足
研修医の業務の検討
りするように看護師から医師に依頼した。依頼を受け、医師はルート内が満たされるまでポンプを
早送りした。患者の心拍がﾓﾆﾀｰ上150から190、血圧90mmHg台に一時的になる。患者の自覚症
状なかったため、他の医師から様子観察するよう指示される。1時間20分後に状態落ち着いた。
患者が転倒したと業者の人より報告を受け、病室の床に倒れている所を発見する。オーバーテー 注意不足
オーバーテーブルはベッドより低くし、動かないようにしておく。
ブルを支えに立とうとして、すべってしりもちをついたとのこと。意識レベルは変わりなく、大転子部
に打撲痕があるのみで、バイタルサインの著変も認めなかった。 すぐに当直医に報告し、診察後
経過観察となった。患者は、脳に病変があり、理解力、記憶力の低下が認められていたため、転
倒むし設置し対応した。
患者が点滴部位を触り取ろうとする行動が続いていたため手袋を装着していたが、自己抜去して 防止策の判断に不備はなかったか
抑制実施の判断について検討。観察の強化。家族への状況説明と今後の介護について積極的に
しまう。
参加してもらう。
患者が吐き気のためトイレに行こうとした所起立時のめまいがあり尻餅をついた
杖歩行をしている患者様で起立時めまいがあり看護師も状態把握不足であった
必要時ナースコールを押してもらうよう説明する
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具体的内容
患者が倒れていると掃除の業者さんより報告あり、見に行くと、障害者トイレで寝ころんでいる。患
者より、転んで、頭をぶつけたと。詳しくは患者本人も分からず。外傷なし。バイタルサイン安定。
医師へ報告する。
患者が透析終了し帰宅する時、外来トイレにて気分が不良となり外来待合室の椅子に横になって
しまった 清掃員が透析スタッフに伝えに来てくれた 透析スタッフが直ぐに患者のところに行きス
トレッチャーにて、透析室に戻ってもらった 医師に診察してもらい、おそらく徐水が多かったため
であろうとのことで10分ほど休憩し帰宅された
患者が入室した後に、医師がレントゲンフィルムを取り出す際に患者のものでないことに気付き指
摘を受ける。外袋も氏名も患者のものでなかった。すぐに病棟に連絡し患者のものを取り寄せる。

背景・要因
改善策
患者は尿にこだわりがあり、トイレにこもっていた。最近転倒が続いており、ふらつきもあったた
便器に座るまでその場を離れない。 終わったら、座ったままナースコールをおしてもらう。
め、注意が必要であったが、わかっている物と思い、排尿後ナースコールを押すよう言わなかっ
た。患者が１人で歩き、転倒してしまったと思われる。
総徐水量が多かったが坐位で食事をしていつもと状態は変わらず、家族も迎えに来ていた為、い 具合が悪いと連絡を受けて直ぐにストレッチャーにて戻ってももらい下肢挙上等の処置をとり、休
つも通り帰宅してもらった その時に、家族に総徐水が多かったことは特に伝えなかった
んでもらい医師に診察してもらった 総徐水量が多い時には、状態が変わりなくとも、少し休んで
から帰宅してもらう 家族など迎えが来ているときは総徐水量が多く考えられる注意点を伝える
申し送り時にレントゲン袋の氏名を確認しなかった。 フィルムの袋の中が整理されていなくて探
すのが大変だった。

患者が病室で、「アーアー」と声を出しており、訪室するとベッドアップの状態で体がずれ落ちてい ・確認ミス ・巡回の不備
て、手を抑制されていたため手の関節がしめつけられていた。指が軽度に冷たくなっていた。抑制
を解除したあとは苦痛様なく皮膚色も戻った。この患者は経管栄養の際、チューブを自分で抜いて
しまうため、経管栄養の時だけ抑制していた。
患者が病室の入り口で倒れていた。床に点滴ビンが割れては存していた。点滴スタンドを持って、 点滴スタンドにつるす輸液の重さ
歩行中点滴の重さ（３ｋｇ）で点滴スタンド（5本足）が倒れそうになり、あわてて支えたが、3方活栓
からつないでいたボトルが落ちてわれた。点滴スタンドは、倒れなかったが、患者は、バランスをく
ずしてこけた。患者に怪我はなかった。
患者が不穏な行動をとっていたため、転落防止のため抑制を実施した。その後コールがあり、確 患者の動向を把握しきれなかった。抑制方法が適切でなかった可能性がある
認すると自己抜去していた。
患者が不穏状態であった。食事のためデイルームにて車イス乗車中に病室に財布と取りに行こう 本人の気にしている財布類を持たせておけばよかった。 不穏状態時の対応に問題があった
として転倒した
患者が不眠症状を訴えたため、患者管理簿から不眠時の指示を確認し与薬を行ったが、その時 確認作業の際、冷静な対応を出来ていなかった。 人手不足であったため作業を急いでしまった。
患者の氏名を見間違えてしまっていたため、本来投与すべきものと異なる薬品を投与してしまっ
た。 医師に報告したところ誤投与したものでも不眠が解消されなければ指示薬を与薬するよう指
示を受ける。
患者が部屋から廊下へ出るとき、点滴スタンドの引っかけ部分がカーテンの網の部分に引っかか 点滴スタンドとカーテンの網の高さが同じ。 カーテンがレールつりであること。 カーテンが網に
り、転倒したと報告がった。
なっていること
患者が腹部を掻いていたので、近づいて見ると動脈ラインが抜けかけているのを発見した。
固定の確認不足と、患者への説明不足。
患者が毎日日課にしている散歩を病院駐車場にて行っていた所、転倒したと病棟帰棟後、患者自 患者は毎日散歩を行っており、これまでは何の問題もなかった。これまでと違う点を考えると、今
らが話される。患者は右肘、左手第４指、左膝にそれぞれ擦過傷を負っているものの右肘以外は 日に限り、走ってしまったとの事である。日頃、あまりしない行動に移ったため、今回の事故に至っ
出血は少なく、患者本人も「大丈夫や」と笑みを見せている。
たのではないかと思われる。
患者が無断外出していた。１時間後に帰院した
観察不足。患者とのコミュニケーション不足
患者が面会人と会うために、面会宿舎にいることを病棟へ電話があったが、当日リーダーであった 思い込んでいた、申し送り連絡体制の不備
人が聞き忘れ、夜間になって所在不明と探し回った。患者・家族に不快な思いをさせた。
患者が夜間なかなか入眠せず、時々ナースコールしていたが転倒したようなドンという音がして見 観察不十分であった。
にいくと、後頭部から落下していた。
患者が両膝をついた状態でベッドの下に転落している
トイレに行こうと思ったがコールの場所がよくわからなかった
患者が連絡なく外出してしまう。
自宅で食事がしたかった。
患者が廊下で横になっているところを他患者が発見。（脳梗塞もあり歩行不安定な患者）廊下歩行 観察不足（環境の変化等）
中に転倒した様子。準夜帯でもベッドサイドで端座位になるなど危険な行動が見られたため頻回
な訪室をしていたが、２４時に入眠していたので様子を見ていた。
患者が嘔吐した際、吸引チューブが洗浄中で病室になかった。緊急用に予備のチューブがあるは ・チューブを洗浄する者が予備のチューブの確認を怠った ・予備のチューブを各病室に置いてな
ずだが、なかったために吸引するのが遅くなってしまった。誤嚥した様子はなく、医師に報告し様子 かった
観察となる。
患者ごとに注射薬をトレイに乗せてベッドサイドに行った 患者Ａに抗生剤と他の注射を実施し、ワ 準備から実施までの段階ではマニュアル通りであった ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞでの確認作業を怠った
ゴンにあった患者Ｂの「ﾉｲｱｯﾌﾟ１Ａ」を患者Ａのものと思い込み実施した。（以前この患者が使用し
ていたことを記憶していた） 実施時は一連の流れの中で業務を行い、患者確認、薬剤の説明を
実施せずに注射した。
患者から外出希望があったが手術前処置があると説明した為、外出できないことを納得したと思っ 外泊の際に医師の許可が必要であることを患者に説明していなかった。 無断で外出できる環境
た。14:30頃ギプスカットの話があり、訪室すると部屋におらず、周囲を探すが見つからなかった。 にあった。 午後からの治療予定を説明していなかった。
連絡もつかないまま17:25頃帰院。退屈でいたところに友人が来院した為、ともに外出したとのこ
と。
患者から注射器で血液を採血した。検査オーダー（生化学）の採血管に入れず、他の採血管に一 再度採血することへのためらいと、検査採血の手技ルールの基本を無視してしまう。 安易な考え
度入れたのを戻し検査依頼する。検査結果は異常であった。
で、最終的に患者さまに迷惑をかけてしまう。
患者から内服薬が来ていないと指摘され確認したところ他の患者に間違って手渡されていた。薬 準備した看護師と配薬した看護師、同時の不注意と確認不足
袋が違う患者の薬袋に付けられていた。
患者が胃カメラ予定であり、朝食を詰所にて預かり絶食してもらっていたが、前日薬を抜くべき事 朝、絶食時の内服を詰所預かりにしなかった。配薬の準備をしていたため。
ができていなかった為朝の薬を配布しており、患者部屋にあったパンを摂取し内服もされる。胃カ
メラは５日延期となる。
患者が両松葉杖で廊下から病室へ入ろうとして、臀部より転倒する。
歩行訓練時まだ左下肢に痛みあり、筋力低下もあり重心のバランスが崩れ転倒する。
患者にＧＥ６０ｍｌと摘便を施行したが出血はなかった。 ２日後、便と一緒に出血があり、ＣＦにより 浣腸時９ｃｍ挿入した。 損傷が浣腸時か摘便時かは不明だが、配慮が足りなかった。
直腸に傷がついていることがわかった。 その後、貧血が見られ輸血する。
患者に間違えたことをお話をして、作り直してもらった。
お盆から、食札をはずしてから配膳をしたためまちがえてしまった
患者に点滴をしようとしたところ、「今日から中止」と言われ、輸液を破棄してしまった。
中止日変更の指示はなかったが、看護師も医師も確認しなかった。
患者の介助を行っていたところ、近くにいたほかの患者が車椅子より転倒してしまった。
患者の状態の把握不測
患者の内服薬を１日分忘れる。
患者がひとりで出来ない内服管理なのに看護師がやっていると思い込んでいた。
患者よりコールあり訪室すると、ベッドサイドにしりもちとついていた。ベッドのストッパーはかかっ バランスを崩した際にベッドが斜めに移動しておりストッパーはかかっていたが、あまくなっている
ていたが本人の話では、車椅子からベッドへの移動する再、バランスをくずし転倒した様子
ことも考えられる。
患者をベッドに上げてから、ＮＳに報告をしてＤｒに診察をお願いした
患者が車椅子のブレーキをかけ忘れていた
患者入室し、麻酔導入後、病棟より付いてきたシリンジポンプの申し送られた内容と、シリンジに 病棟看護師の未確認 手術室入室時、手術室看護師の未確認
表示してあった内容の違いに気付いた。 表示はヘパリンであったが、実際はニカルピンでした
患者が、受付に尿検査を提出し、帰宅された。後からスピッツに名前が書かれておらず。誰のもの ケアレスミス
かわからず。多分この人の物ではないかと思われる患者さんがあらわれたが、確証がなく、結局と
りなおしてもらう事になり迷惑をかけてしまった。
患者がベッド柵を持って立ち上がろうとしたときに本来そこにあるはずのベッド柵がなく転落した。 シーツ交換の後にベッド柵をつけるのを忘れた為に起こった シーツ交換時に移動したものに関
患者本人からの訴えで分かった。 特に怪我等はなかった。
するマニュアルがなかった
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申し送り時に外袋の氏名を確認する。 病棟で袋の中を確認する。
・経管栄養終了後に必ず確認し、抑制の解除を行う

輸液をアリメパックにつるす際、重さが２ｋｇをこえないようにする。３ｋｇ／日の場合、１２時間に区
切り、1,5ｋｇを２パックにする。
抑制実施の判断について検討。監視の強化
一度も車イスから降りようとした事がなかった患者であったが、不穏時は何が起こるかわからない
ので、本人の希望など配慮して対応する
確認作業の徹底。指導主任から作業手順等の再教育実施を指示。

点滴スタンドの高さをカーテンの網のない部分の高さに統一。 カーテンの変更。天井からつるタ
イプにする
患者観察と一緒に、各ラインについての確認、点検も行う。
・出血部位の止血、消毒、ガーゼ保護 ・夜勤病棟長に報告
患者の家庭状況等を把握しておく必要がある
必ずみなの目に触れるように記録する。（白板に記入するなど）
主治医に上申、ＣＴを施行し、観察を強化した。認知障害の患者に対する観察の強化を徹底する。
消灯すると部屋が真っ暗で老人には分かりにくい センサーマット等導入を検討
１．外出時は外出届を出すよう話す。２．外出したがっている旨主治医に連絡し指示をうける。３．
無断外出時は退院も。
危険能動が予測される患者の看護計画立案実施
・各病室に予備のチューブを配置 ・チューブを洗浄する者は必ず予備チューブがあることを確認
するようカンファレンスで周知徹底する
実施前の患者確認・患者への説明を行い同意を得てから実施することを徹底する 処方箋をベッ
ドサイドにもっていっている意味を考える
警備の人，事務の人にも無断外出を理解させ，不審な人がいた場合に外泊証明書を提示させる．
患者に外泊許可および治療予定の説明を行う。
多忙の時こそ落ち着いて、採血管を確認しながら実施すること。 採血時のルールや基本的なこと
を忘れずに行動すること。
配薬者は処方箋の患者氏名、服薬時間等の確認を行い与薬する。
検査札を作成時に与薬も抜くようにしておく。
左下肢の筋力アップを図りながら、歩行訓練を継続していく。
慎重に行い、あとの観察を密にする。
食札は食後まで、はずさないようにする。
患者が言われたことでも、必ず確認する。
車椅子に座らせたらすぐに抑制をすべきであった。
投薬ごに確実に確認をする。
外傷の確認をするも外傷はなし、疼痛なし、バイタル変わりなし主治医報告様子観察の指示
患者に必ず車椅子のブレーキをかけるように説明をした
入室時、患者はもちろん、手術室にはいってくる物品も隅々まで、確認する
スピッツを渡す際には、必ず名前とＩＤを記入したものを患者に渡すことを徹底する。受付でも、名
前を確認してから受け取るようにしてもらう。
シーツ交換時やその他のときの患者の身の周りの物を移動したときのマニュアルの検討
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具体的内容
患者からご飯を食べていたら下のほうに髪の毛が入っていたと連絡が入る。
患者から昼食のデザートの中にプラスティックのようなものが入っていたと連絡が入る。

背景・要因
改善策
食器の用意をしておいた際混入したか。
食器を用意する際の確認。 盛り付け時の確認。 ローラーをきちんとかける。
クリームチーズを包んでいたナイロンの端と考えられる。 包丁で断面を切ったため端が切れてし 袋をはずす時に切り離さないよう十分に注意する。
まい混ざってしまった。
患者が採血のため中央採血室に行くと「ラベルは既に発行になっており、科に確認必要」と言われ オーダー入力の操作間違い。
システムの周知徹底。中途採用者も含めた新しく勤務する医師・看護師にオーダリングシステム
た。確認に長時間待たされたがわからなかった。患者さんは「自分が受け付けしていないのになぜ
操作オリエンテーションを必須とする。担当科ではラベルが出てくるのがわかるようにして出てきた
発行になったのか」が納得できず、ストーカー被害の経験もあり「個人情報が漏れて嫌がらせを受
ら必ず確認するようにする。
けたのではないか」と不安を持たれていた。結局医師の操作間違いとわかり患者さんに説明した
が、理解はされたが不安はとれずＩＤ変更を希望された。ＩＤ変更は二重登録となりリスクが高いこ
とを伝えると同時に、個人情報は漏れないシステムになっていることを説明したが、採血について
は「状況はわかったが、今日はしたくない」とのことで、医師に確認し次回担当医と相談することと
なった。
患者が自己にて松葉丈の練習をしようとして転倒。 左手関節骨折する。
患者への松葉杖歩行時の説明不足
患者への松葉杖使用時の説明の徹底
患者が自分でベッドしたのスリッパをとろうとして転倒。 外傷なし 看護師訪室時に本人より事後 独歩可能な患者さんのスリッパ位置の問題
独歩可能な患者の履物の保管場所の検討
報告受ける。
患者が手術前投薬セルシン内服後、トイレに行こうと病室内を歩行したところ、よろけて倒れそうに ・経験不足のため前投薬の副作用をあまり理解していなかった。・患者は意識状態もよく身体的障 セルシン服用後の作用について患者によく説明し、ふらつきがある場合には、歩行前に必ずナー
なったのでそばにあったパイプ椅子につかまったが、パイプ椅子が倒れてしまって、しりもちをつい 害がないため大丈夫と過信した。
スコールしてもらう。７９歳の年齢を考え歩行には十分に気をつける。
た。
患者が点滴する場所が無く、離れた部屋で点滴してもらっていた。何度も訪室し確認していたが、 診察室から離れた場所に点滴室があるので観察不足が生じる。
点滴するベッドに柵を付けるなどの工夫をする。
ドーンという音が聞こえたため、行って見ると、患者がベッドから転倒していた。その後、検査して
みたが、異常はみられなかった。
患者が入院され、プレドニゾロン8錠（２×朝夕）服用している方であったが、担当看護師の思い違 看護師管理なのか患者本人管理なのか病棟内での表示がなくわかりずらかった。内服薬の保管 病棟で使用している服用板に次の事項を記載することにした。 ・内服開始日・終了日 ・内服量・
いにより患者本人管理と思っていたところが看護師管理となっており、１日目の与薬をしなかった。 するところには記載されていなかった。
方法 ・本人管理か看護師管理かの記載 服用板は必ず担当看護師は毎日確認する。
患者が入浴後（帰室時）ストレッチャーより自室ベットへ戻った際に、左上腕の表皮剥離をさせてし 自分の着衣や身体など確認したが、剥離させる要因（直接的な）が見当たらなかった為、移動時 今後は入浴後でも幅広バスタオルや毛布などで身体を包み保護していきます。
まいました。
の圧迫と摩擦が原因？ （患者さんの皮膚がもろくなっている事は承知していた）
患者が熱発しているという報告を受けた。この時血圧110mmHgと通常より低めであったため、第一 情報の伝達、ルール、チェックの問題 当院の決まりごととして、カルテ表紙に禁忌薬品を記入 Ｂ医師はこの患者の主治医であることから、背景の確認が不十分であったため、必ず、主治医自
指示のボルタレン坐薬は選択せず、スルピリン１／２Ａの指示を出した。この時点で、この患者が するこ とになっている（今回の事例に関しては「ピリン禁」と記入されていた） しかし、入院時の 身が禁忌薬品や、アレルギー情報の問診を行なうようにした。 また、Ｎｓ側も、施注前に自分自身
「ピリン禁」である事に気づかなかった。 後日、透析治療室で担当看護師がスルピリン接種に気 継続指示を出したＡ医師は「熱発時、１番ボルタレン坐薬2番スルピリンという指示を出していた。 で禁忌薬品との確認を行なうことを指導した。
づき、「ピリン禁なのに接種している」と報告あり。 患者に確認し、「昔、アレルギーが出たことが 今回、Ｂ医師は、カルテ表紙ではなく、入院時継続指示を確認し指示を出していた。入院時の禁忌
ある」と言われた。今回の接種後は「異常はなかった」と言うことであった。 患者への影響は、気 薬品記入と継続指示を出した時間帯のズレについての確認も必要である
づかなければ再び禁忌薬を使用していたかもしれない。アレルギー症状の出現の可能性あり
患者が目覚めた時にトイレに行こうとしたが点滴ルートが邪魔になり自己抜去された。（多発性骨 患者への説明不足（状況やナースコール使用など）
患者への十分な説明と協力要請 観察強化
髄腫で化学療法中） 出血少量、気分不良なし、頭呆感あるが大事にはいたらなかった。
患者が予約表・診察券を持たずに採血するように約束していたと採血に来られた。 メモ用紙に生 診療科から採血に行く時の説明不足 採血室での申し送りの不備と対応の不備
患者に対する説明方法の統一と徹底 申し送りの徹底
年月日・氏名を書いていて頂くようお願いしたが、患者がメモに記入して採血室にこらてれた時に
メモを渡した技師が席をはずしており申し送りが出来ていなかった為に別の技師が再度カルテ番
号を聞くとここにはかかった事が無く診察券は持っていなくそのまま採血室にくるように言われたら
しい。 何科を受けるかも分からずお調べしますのでお待ちくださいと伝えると、ややこしいならもう
いいと出て行かれた。 すぐに生年月日から患者のカルテを探すと、以前に1度来院されており日
付未定で採血オーダーが出ていた。患者は、帰ってしまいました。
患者に頓服薬を渡そうとしたところ、本人用の薬袋にロキソニン+セルベックスのはずがロキソニン 薬局で調剤されたものが間違っていたが、思い込みで確認せずに飲ませた。
患者の内服薬の種類をチェックし不信に思ったら確認をするよう指導する。
+ムコスタが入っていた。そのまま確認せずに飲ませてしまった。
患者のオムツ交換時、右前腕の表皮剥離を発見する。寝たきりの患者で、不随意に手が動き、患 患者は寝たきりで全身に緊張があり、不随意に手が動く、手足を自分で動かすことが出来ない。 手がこすりあったりすね時は、手と手の間にタオルを挟み摩擦を防ぐ オムツ交換などに行った際
者の左手で右手をこすった状態となり、表皮剥離したものと推定される。（発見時患者の左２・３・４
には、タオルが挟まれているか確認する。
指に血液が付着していた。）
患者のベッド横のフックに燃える緑のごみ袋と共に薬局の袋がかかっており、間違えて捨ててし ごみの袋と勘違いした。
患者に捨てても良い確認を取り、ごみ袋の中も必ず見て回る。
まった。
患者の外出時に10時に張り替えるアンタップRを渡し忘れた。外出届けに外出時薬ありと記入され 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題 外出・外泊時の薬の準備は深夜Nsが責任を持って行なう。外出・外泊届け用紙に薬の有無を記
ていたが薬品名まで記入できていなかった。
点。
入する。
患者の御家族より、セレネース1錠分２ 23日分の数が不足していたと指摘があった。処方箋を確 1枚の処方箋に「1/2錠分１ 23日分」と「1錠分２ 23日分」の処方が２つあり、処方箋の確認をせ 計数調剤の中でも1回1/2錠の場合は特に注意をする必要がある。思い込みが発生しないよう確
認したところ、1/2錠46個渡すべきところを、1/2錠23錠しか渡していなかった。
ずに思い込みで調剤した。
認をする。
患者の状態をドクターコールし夕方からの抗生剤を中止という口頭指示を受けたが、カルテや注 口頭指示をきちんとカルテや注射箋に書かなかった。他の処置や転棟などで忙しくて直ぐ書けず 口頭指示を受けたら直ぐにカルテに記入して誰が見ても分かるようにする。
射箋にメモをしなかったため準夜の看護師が知らずに点滴を詰めてしまった
準夜の看護師の点滴を詰める時間になってしまった
患者の声で訪室すると患者がドアの前に立っていて「尻餅をついてしまった」と話された。
業務・労働体制上の問題になるが、夜勤者が定期の見回り以外にも必要になってくる
自力でトイレにいっている患者の部屋は頻回に見回ることが大切
患者の前で薬と処方箋で確認をし渡した。翌日ネオドパストンの残数が多いことに気づき、朝２錠 与薬に関して処方箋との確認が十分出ない。
事故を起こした当事者に指導。
内服するところを１錠しか渡していなかったことが分かった。
患者の昼食の「りんごうらごし」に黒い髪が混入していた。（食べる前にスプーンで混ぜられていた 原因は明らかではないが２つのケースが考えられる。１．盛り付け時調理スタッフの髪が混入し
調理スタッフには各自帽子のかぶり方を徹底し、栄養部内の他のスタッフに対しても、注意するよ
ため、どのあたりに混入していたかは不明）口に入れて気付いた。
た。１．配膳時に、看護スタッフの髪が混入した。
う指導した。
患者の排便にトイレまで案内するも、排便に時間が掛かると考え排便が終わるとナースコールで 患者の状態を充分考慮せずにその場を離れた事による
患者の状態に合わせた介助を検討する
呼んでもらう事としその場を離れた。 下肢の脱力感のある患者で、転倒した。 転倒の可能性の
考えられる患者さんだった
患者の便潜血１日分の依頼があり、結果を入力した。再度チェックしたところ氏名が違うことに気 患者の検体は１本しかなく当然依頼書がその人だと思い込み名字だけ確認し、結果入力した。
ラベル名と検体名の確認を充分に注意する。 便潜血の容器を渡すとき記入者は本人に確認して
付き事務に問い合せをしてたら事務が氏名を書き間違えていたことが判明。診療には影響なし。
もらい間違った名前を書いて渡さないよう関連部署にお願いした。
患者さんの母親より、キプレス錠10mgでなくキプレスチュアブル錠5mgが調剤されていることを指 ご兄妹で診察を受け、妹にキプレスチュアブル錠5mgが処方されていたため、思い込みで兄も同じ 2規格ある薬品についてはリストを付け調剤の都度、患者氏名を確認してから調剤するようにし
摘され、間違って調剤したことが分かった。
キプレスチュアブル錠5mgを調剤してしまった。
た。
患者の夕食の献立だった「そば」を、そばアレルギーの人へ配膳してしまった。患者本人が気づき 配膳をした者、配膳の確認をする栄養士もアレルギー一覧を見らずに個々の食札のみで確認し 厨房内の白板に記入していたアレルギー患者の記載を他の一覧と分け、別の白板に記入するよ
食べなかったが、大変立腹された。もし食べていたらアレルギー症状が起こっていたと思われる。 た。 食札へアレルギー等の記入をする時は赤のマジックを使用するのに、ボールペンで記入して うにした。 「そば」はひらがなで記入し見間違いを防ぐ。
あったので見にくく、さらにそばアレルギーの字がカタカナで書いてありサバアレルギーに見えた。
患者は、2、3日前から理解力、認識力に欠け、当日の日勤帯から失禁や見当識障害があった。準 翌日脳神経外科に紹介され、水頭症の診断で手術となった。
夜帯でも同様の状態であり、ポータブルトイレの設置やナースコールボタンの説明をしていたが病
室の入り口のところで転倒していた。けがはなかった。
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転倒転落に対する現在立てられた対策を忠実に実行しても、根絶は難しいことが明らかにされて
いる。さらなる対策の実行のため、施設の改修に予算がかかること（部屋・廊下の照度、トイレ・風
呂の改築、廊下の障害物を全て取り除く等）、現在実行されている対策そのものの有効性を再検
討すること（例えば離床センサーを用いて有効な症例とそうでない場合があること、訪室を頻繁に
するといっても限界があることなど）、転倒することを前提とする対策が必要であること（ヘッドギア
の装着など）が報告されている。当病院でも、転倒・転落事故防止対策の検討を進め、離床セン
サーの更なる導入やヘッドギア装着の検討を進める。 また、正常圧水頭症の患者等、ぼけや歩
行障害などの症状 が現れている場合、早期ＣＴを撮影し、早い対応が可能であった。
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具体的内容
患者は悪性腫瘍であり、化学療法施行のため入院中であった。ＤＩＣや腎機能低下が認められ、フ
サンの持続点滴静注およびベッドサイドで透析が施行されていた。透析を施行するか否かは当日
朝の採血結果などで最終決定していた。しかし、インシデント発生日は透析をしないことになって
いたにもかかわらず、透析用に準備されたフサンがシリンジに用意され、ラベルには透析用との指
示の書き込みがあった。それを点滴係り看護師は、点滴用ラインから時間４ｍｌで注入を開始して
しまった。透析用に準備されたフサンが患者のバットにないことにそのフサンを用意した看護師が
気づき、３０分注入した時点で取り外した。
患者は痴呆があるため、自己抜針の危険性があり、フィルム材で保護をしていたが、自分でフィル
ム材を剥いでいるのを発見。すでに動脈側は抜けており、、静脈側も抜けかけていた。 早期発見
で失血量はごく少量であり、すぐに対応した。 患者への影響は、発見が遅れると大量失血の危
険性が非常に高い
患者より、ワソラン４錠 分４ ２１日分で８４錠入っているはずが、１０４錠あったと指摘を受ける。
処方箋で確認し、患者にお詫びし、過剰分の２０錠を次回持ってきていただき、処方通り、４錠 分
４で服用するように説明した。
患者データーの入力間違い。直ぐに気付き訂正した。
患者データ入力を行わず、検査開始した。違う患者名で画像データが保存された。
患者で下血の為 検査もあり絶食が続いていたが食事が開始となった 夕食後オムツ確認時下
血がみられたため 準夜勤に主治医に報告 絶食指示と下血も少ないため転舎後 点滴の自己
抜去も続いてたので ルート確認せず明日まで様子みることのこと
下血多量に続くようであれ
ば不穏状態 夜間でも主治医をコールする指示でた オムツ交時 多量のコアグラ様下血あった
ため主治医コールする 指示がでてルート確保も看護師でし 準夜勤者２名で行った 患者に説
明し施行サーフローにて確保するが内筒を抜く時に患者が動きベッド上に落とした内筒であやまっ
て刺してしまった
患者と会話中、「今、ちょっと家に帰ろうと思って近くの店まで行ってきたけど戻ってきた」と話す。
無断離院を注意すると「もうしない。暮れに夫が外泊に迎えにくるまでどこへも行かない」と話す。

背景・要因
改善策
原因として１．透析施行日ではないのに透析用のフサンが用意された。２．透析用に準備されたフ 透析を実施するか否かについて、医師から看護師への連絡不足があった。仮に用意しても、不必
サンは前日注射用指示から供給されていた。３．透析用指示のラベル貼付があるにもかかわらず 要なら廃棄なり使用しないことを明確にすべきであった。透析用に準備するフサンは処置用として
点滴静注された。
請求し、注射用とは明確に区別した状況にすべきである。また、処置用の薬剤処方については、
「処置」の画面で正確に指示を出すことをが必要とされた。

業務手順、チェックの問題。危険を予測し、対応していたにもかかわらず、患者により剥がされてし
まった。職員の昼食の時間帯であり、スタッフの体制に問題があったのかもしれない。（今年○月
から、昼食時間帯をずらし、フロア毎に人数配分をしていたが、痴呆の患者に対しては、より一層
の配慮が必要である）
監査の際、錠剤がゴムで束ねてあったので１シートずつばらさずに束ねたままで数えてしまったた
め計数を誤ってしまった。

フィルム材を隙間なく貼ること。昼食時間も含め、患者の状態にあわせた体制にする。技師、Ns、
（介護福祉士を含め）

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
モニター上の氏名のチェックミス。
主治医の口答指示に気がとられ当直医 当直師長への報告ができていなかった 夜勤帯であっ
たため当直医も一人であるためルート確保時よばなかった サーフロー針の取り扱いになれてい
なかった

確認方法の徹底を図る（複数で確認等）
『ＭＤＬチェック表』でチェックする。
夜間ルート確認時不穏患者ルート確保のむずかしい患者について当直医をコールする サーフ
ロー針のとり扱いについて 施行時介助時の安全性について見直す 主治医に確認はしたが下
血で急変も考えられたので報告すべきであった

一つ一つの確認の重要性、正確さをもって調剤していくことを心がけ、監査の手順について再度、
教育を徹底した

○月頃より表情の冴えない日が続き、病的体験を訴えたり不機嫌になったりする事がしばしば
精神状態の不安定な患者を朝チェックし、総括またはリーダー、その日の担当看護師が３０分から
あった。前日には眠気が強く活動は低下していたが、不穏な言動は見られず本日も午前中は自床 １時間毎に所在確認することができるか検討。 主治医からは病的体験が辛い時の指示が出る。
にて臥床していた。そのため無断離院といった行動を起こすことは予測していなかった。また開放 また内服ばかり増やしても良い結果が得られないとして行動観察の指示も出される。
病棟であり、活動のすべてをチェックするのは困難であった。
患者と同室患者の点滴が終了する頃だったため訪室し、退室する際、ふと目をやると創部の包帯 入院後、術後ともにルートに触ることはなく、夜間も落ち着いており刺入部に包帯も巻いていな
高齢者の入院があった際は、たとえ日中にルートを触らなくても夜間はどんな行動をとられるか予
がとれガーゼが見えている。よく確認すると、オムツ、プレパンツも取れており創部に手が触れて かったため。高齢者であったにもかかわらず自己抜針を防ぐ対応がとれていなっかった。
想がつかないこともあるためしっかりと固定し、包帯で巻くようにする。またやむをえない場合メガ
いる。すぐに先輩看護師とガーゼ交換を行おうとしたところ、寝衣に出血のあとがある。ルートをた
ホンの使用許可を家族からいただいておき必要時は装着させていただく。
どって見るとベッド柵のそばに垂れ下がっており、自己抜針だと気づく。刺入部はすでに止血され
ていた。
患者にアミノフリードの点滴を行った。 当該点滴の際に、上と下の液を混合せずに点滴を行って 点滴用器具に貫通確認ラベルがあったが、確認を怠った。
点滴用器具に貫通確認ラベルの確認を行う。 貫通確認は、声を出して必ず行う。
しまった。 同僚に指摘され判明し、すぐに混合して点滴を継続した。
患者にアミノフリードの点滴を行った。 当該点滴の際に、上と下の液を混合せずに点滴を行って 点滴用器具に貫通確認ラベルがあったが、確認を怠った。
点滴用器具に貫通確認ラベルの確認を行う。 貫通確認は、声を出して必ず行う。
しまった。 同僚に指摘され判明し、すぐに混合して点滴を継続した。
患者にオコシコンチンを内服させようとしてカーデックスで確認した時、「オキシコンチン２T ２×」 内服の処方箋の記載のしかたに慣れていなかった。 薬袋にまとめて入っており、１回量を取り出 入院中の患者の内服について、薬剤部で１日ごと・１回ごとを管理するような方法を考えたい。 患
を１回２Tと間違え、薬袋に書かれた用法にも気づかずに２錠内服させてしまった。 当日の夜、病 す形だったので分かりにくかった。
者自身への薬剤指導を充実して自己管理を進めていきたい。
棟から電話があり気づいた。
患者には０．２g、分３で塩化ナトリウムが投与されていた。継続していく塩化ナトリウムの薬が薬局 「４回」と「分４から分３へ変更です」という指示の違いに、Dr、薬局の人が気付かなかった。前回の 投与前に処方箋の確認は必ず行う。薬局から届いてから、日付、時間を記入するが、それだけを
から届いていたため、ルチーンで決まっているように今までの処方箋と比較しながら新しく届いた 処方された時点で、処方箋内容がしっかり確認されていなかった。分３で７日分処方されていれ
確認するのではなく、処方箋の内容などもしっかり確認する必要がある。少しでもおかしいと感じた
処方箋と栗の袋に、日付と投与時間を書いていた。処方箋に「４回」、薬の袋が１週間分であるの ば、日付と時間を薬の袋に記載する時に、９日分以上（２８包）あることでおかしいと思わなかっ
ら、必ずDrに確認する。
に２８包あるのに気付いた。前回の処方箋を見直すと、「４回」と書いてあるが「分４から分３へ変 た。内服薬を投与する前には確認ができるように処方箋を薬の袋にホッチキスでとめてあるのに
更です」とコメントが入っていた。分４の処方が分３で内服実施されていたため、薬をオーダーした もかかわらず、しっかり確認ができていなかった。
主治医に確認したら、前回の処方時に、コメントを入れた際に「３回」にしたつもりであったとのこ
と。
患者にはマーゲンチューブが挿入されていたが、病状の理由により禁食中で薬のみ鼻注してい チューブの長さの確認を怠った。
前吸引、エア注入音確認と共にチューブの出ている部分の長さの確認をしっかり行うよう指導し
た。主治医診察後、ポカリスエット・ミルクの鼻注再開の指示を受けた。１２時マーゲンチューブに
た。
エアを注入し、胃内でのエア音を確認、その時点で胃内にチューブが達していると判断し鼻注開
始、全量注入を終了した。１５時ミルクを注入する際、他看護師がマーゲンチューブが抜けてきて
いるのに気付く。家人は１２時の時点でチューブが外に出てきたと話し、ポカリで誤嚥したのではと
疑問を持った。その後、レントゲン撮影し、肺炎像は改善していた。誤嚥については判明しなかっ
た。
患者にプレセデックスが投与されたが、シリンジの翼がポンプの固定部にはまっていなかった。
確認不足
点滴時はポンプに接続できているか確認する。
申し送り時に次勤務者が発見する。投与量は指示通りに投与されていた。
患者に安静度を再度説明した。
患者と会話した際、特に起き上がりそうなそぶりはなく、安心しきっていた。安静について理解して 患者本人の理解度を本人と受け持ち看護師に確認する。
いるか確認していなかった。
患者に呼ばれベットサイドへ。静脈側が痛いとから抜いてほしいと訴えがあった為、針先確認し、 患者本人の認識不足（透析開始時、静脈側は浅い為これ以上は抜けませんと別の看護師が、
抜く以外に温枕し温めたり、ユーパッチの貼りかえ、注射等も考えるべきであった。
少し抜き患者に「これ以上は浅いから抜けません」と説明するも、「まだ痛いからあともう少しだけ」 再々注意したにも関わらず、別の看護師に患者が抜いてほしいと訴えた為起こった。）
と言われ２ー３ｍｍ抜いたとたんに静脈穿刺部が腫上がり、静脈圧アラームが鳴った。臨床工学
技士を呼び同部穿刺部に再穿刺試みるも無理な為、別の場所に再穿刺施行する。
患者に施行後点滴を片付ける際、air針を誤って手に刺してしまった。
針刺し事故の認識が薄かった。
患者へ使用後の物品や点滴類の後片付けは、感染症の有無に関わらず、細心の注意を払い処
理をしていく必要がある。
患者に順番に与薬していこうとした。そしたら、他のＮｓが与薬すみだった。次の部屋に移動した
業務手順、与薬スミの患者にはチェック表にレ点するのが守られていなかった。
・自分が与薬したら、すぐにサインをする ・同じ勤務者に必ず報告する
時、その他のＮｓから与薬スミということをきく。薬の重複投与に気づく。降圧剤内服しているためＢ
Ｐの低下が予測された。
患者に食間薬にアルサルミン液があるのに渡し忘れた 食間薬はカート管理になっており患者に 処方箋の確認が確実にできていなかった 食間薬 食前薬 普通のカートとあり混乱しやすい ア 食間薬が冷所以外にもアルサルミン液などあることを自覚する 食間薬自身が抜けやすい与薬
食間薬があるのは理解できていたが 食間薬カート以外に食前薬カートがあることおで確認するこ ルサルミン、アルＧの混乱
なので注意することも意識づけを続行する
とで食間薬カートの確認ができていなかった その他の患者の食間薬はアルＧで冷所にあった
為確認できてわたし忘れることはなかった
患者に診察処置の準備する為に処置用ベッドに案内し包帯をはずすよう依頼する。患者はベッド 他のベッドにて他の患者の処置介助にもついており、診察前の準備につけなかった。ベットの頭 看護師が診察準備から診察終了まで介助に付く
の座り包帯をはずした後、カーテンを壁と思いもたれようとしてうしろに倒れ転落する
側のみ壁があるが他はカーテンのみ
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具体的内容
背景・要因
改善策
患者に定期のインスリン注射の単位を皮下注射しなければならなかったのに 誤ってい以前に患 他科から転科してきたばかりで患者が把握できなかった 指示簿に戻り確認したが思いこみによ 使用してな薬剤はわかりやすい様に表示するもしくは破棄する 指示簿と照らしあわせながら薬剤
者が使用していた ノボレットを皮下注射してしまった
医師指示簿に戻り薬剤名単位を確認し り取りまちがいに気付かなかった が指示簿と薬品を別々にみており同時にてらしあわせていな の確認をする ３回確認を徹底する 忙しい時でも 冷静に余裕をもって行動する
たが 前日勤務時にその日の受け持ちがノボレットフレックスペンをさわっていたことこと 薬配
かった 勤務者が少なく他の仕事も残っておりいそいでいたため薬剤の３回確認ができていなかっ
カートの上にそれがのっていたことによりノボレットを使用するのだという思い込みがありそれを手 た 使用してなかった ノボレットを配薬カートの上にのせてあった
にとり患者の病室へ行くそのまま施行してしまった 詰所にに戻り違和感に気付きもう一度指示
簿とカルテを確認し事故に気付く 定期の注射より持続性のある薬品であり濃度も濃いため低血
糖が起こる可能性があった
患者に点滴を実施していたが、巡回のたびに滴下速度が変わっているため、患者に対して説明と 患者への説明不備
患者に対して説明する場合、誤った処置がされればリスクが発生することを補足する。
理解を求めたが、次に巡回に行った際にはすでに点滴が終了間際であった。結果５時間近く終了
時間が早まってしまった。患者に変化なく、そのまま経過観察とした。
患者に内服薬を飲んでもらうのに、茶碗の上蓋におじやと内服を混ぜて準備をした。ベッドに腰掛 準備後速やかに内服せずに、横に置いた。配慮不足。環境整備不足。
内服に関しては準備後、横に置かず、速やかに内服させる。環境に十分配慮して行動する。
けようとしたところ、クッションがお盆にあたり、茶碗の上蓋が床に落ちてしまった。新しい、内服薬
を取り出した。
患者に不穏があり、医師に電話で指示を確認したところ、「ドルミカム」と言われ「筋注ですか」と尋 電話での指示受けの仕方の問題
必ず薬品名、量、方法、時間などを反復して確認し指示受けをする。日勤でも使用しているのだか
ね「筋注で」と指示受けし、患者にドルミカム１Aを筋注した。後で記録をみると日勤帯でドルミカム
ら、事前に情報を確認しておく。予測される事柄については、指示入力をしてもらっておく
0.5Aを筋注しているため医師に報告した。「0.5筒って言ったはず」と言われた。
患者に薬を渡したが､内服しなかった
確認不足
服薬まで確認する
患者に与薬のためベッドサイドに行ったところ､他患者のナースコールに呼ばれた。ベッドサイドに 患者の側に薬を放置した 患者が自分で飲まないという思い込みがあった
痴呆患者の側に薬を置いて側を離れない
戻るとオーバーテーブルに置いたシロップを1回10ｃｃの所30ｃｃ内服されていた
患者の「ｱｲﾀｯ」の声で訪室すると、ﾍﾞｯﾄｻｲﾄﾞ床に尻餅をついた状態で座っていた。（自分でﾍﾞｯﾄ柵 転倒・転落のｱｾｽﾒﾝﾄｽｺｱ評価がしてない。DM性の視力障害があるのに尿器の準備などｹｱ計画 転倒・転落のｱｾｽﾒﾝﾄｽｺｱを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整
を外し、ﾄｲﾚに行こうとして手と足が思うように動かなかったと話された）
が不足している。
備、尿器の準備、危険に対する指導）
患者の15時薬（メシネット）を注入し忘れてしまった。 夕食薬を注入後気が付いた為、時間をずら 投薬時間を忘れないよう検温用紙に貼り付けておいたが、薬袋にクリップでとめたまま与薬車の 時間薬があるときは目に付くよう検温用紙に貼り付けておき与薬忘れを防止する
し21時ごろ夜勤者に依頼した
上においてしまった
患者の１日分の内服が２日分セットされており、８月２４日、患者の朝薬と昼薬がそれぞれ２日分 薬は指示された日数分薬局から処方され病棟で管理されており、薬の準備は与薬する前日に係 マニュアル通り名前と薬包を確認していく。 薬の保管場所をわかりやすい所にかえる。 薬の変
与薬されてしまう。その日の夕薬のチェック時、余分に内服薬が多いことが分かり、朝と昼にすで によって１日分箱に入れられるが、その段階で間違えて患者の薬だけ２日分箱に入れてしまう。薬 更があった時は記載していく。
に与薬されてしまったことに気付く。朝薬のアダラート１錠とムコスタ１錠、昼薬のムコスタ１錠重複 の保管がややこしく、係に慣れてない看護師が行っていたため間違えやすかった。 また、与薬の
与薬されてしまう。
前に薬包の数を患者毎に一覧表で照らし合わせてチェックしていくルールだが、その日の朝薬の
チェックは行われていなかった。薬包に日付も記載されていなかったためそのまま与薬されてしま
う。 昼薬のチェックは行っていたが、その日患者の内服薬が減量になっており、薬包の数も１包
少なくなっていた。その日のリーダーが一覧表に記載しなければいけないが、怠ったため１包分多
かったが薬包の数だけ合ってしまい昼薬もそのまま与薬されてしまう。
患者のＩＶＨをつめさらにインシュリンの指示があった為インシュリンを混中しようとおもった しかし 医師の指示が書いてない看護師サイドで医師に言ってもすぐに書いてくれない カルテに処方を 目の前で指示を書いてもらう 後回しにしないですぐにしてもらう 電話をつかっても必ず確認し上
注射箋カルテに指示が書いてなく 指示簿確認するとなっていたがその指示が書いておらず 結 はりつけるだけ しかも定期だと複写するだけなので １回初めに間違ったり記載もれがあるとそ がってきたら指示簿に記載してもらう その記載を看護師の目の前でしてもらう 注射の指示を受
局 前の定期の所のカルテ記載をみて同じ量を混中した もし 量や種類に変更 があれば状態 の後もずっと抜かれてしまう 後で確認するつもりが先生が上がってこずきけなかった
けた時点で内容をしっかり確認する カルテ記入が抜けている時は電話確認 口頭指示は鉛筆で
が悪い患者だけに急変することも考えられた 後ででも医師に確認しないといけない
でも記入しておく
患者のＰＯ２、ＳａＯ２の検査をし、結果を報告した。その後検査機器を確認してもう一度検査結果 機器の値を信用してしまった。
データの範囲を把握し、異常データの際には機器を調べる。
を出すように指示を受け、データを調べたところ機械の故障が発覚した。
患者のうめき声で訪室。ベッド左側に上半身が落ちている。意識あり滑り落ちたとのこと。ウロス 常時柵４カ所使用が２つになっていたことに気が付かなかった
柵の確認。必要時抑制
トーマの接続が外れている。看護師４人でベッドへ戻す。冷汗あり顔色不良。尿にて寝衣汚染あ
り。バイタルチェックし、寝衣交換。アンペック注射３．５ｍｌ／ｈ、ケタラール９．０ｍｌ／ｈ施行中。意
識はあるが「ベッドに誰かきている」等不明言動あり。主治医に報告。ベッド柵４つにし下肢抑制す
る。
患者のケア中、主治医診察し心不全悪化しているため、ラシックス1Ａｉｖの指示を口頭でだされ、Ａ 口頭での指示受けに問題あり。実施は受け持ちナースがすべきであった。
急変でないかぎり、口頭指示は避けていただくようＤｒへ依頼する。急変でない限り、受け持ちナー
ナースがすぐ実施し受け持ちナースに伝える。詰め所に戻った主治医がカルテに指示を記載し、
スが実施する。
リーダーナースにすぐ実施するよう指示したため、主治医とともに訪室し実施。その後施行したこと
をリーダーナースから受け持ちナースに報告したところ、Ａナースも実施していたことがわかり、計
ラシックス2Ａｉｖしたことが発覚。すぐに主治医に報告し要観察、大事には至らなかった。
患者のつめきりをしていて患者が動いた拍子に小指に怪我をさせてしまった。ボスミン液使用ガー 指示が通じず常に上下肢が動いている状態の患者。傷は小さく浅かったが、じっとしていられない じっとしていられない患者の介護には単独であたらないよう注意。
ゼにて圧迫固定。
ため止血に時間がかかった。
患者のプロファイルに「アスピリン喘息」の記載があるにもかかわらず、ＰＬ顆粒を処方してしまった 禁忌情報の表示の問題
オーダリング画面の改善
患者のベッドサイドで翼状針を使って、採血を行った。検体容器に移し替えると時、針と注射器が
外れ血液が飛んでしまった。
患者のベッドサイドの点滴スタンドに吊るしてあったダブルバックタイプの抗生剤を本体に接続す
る際、よく確認せずカクテルしないまま実行してしまった。抗生剤が無投薬となった。
患者の家族から、「担当看護師から連絡を受けたが、点滴を抜いて困るなど強い口調で一方的に
言われた事、聞きたいことも聞かれない状態で何とかしてほしい。」旨の苦情があった。
患者の家族が病室で患者が倒れていることを発見。床に尿器が落下、寝衣が汚染していた。

検体容器に血液を移し替える時、真空用採血容器の圧を考慮せず、施行した。

新人ナースの採血は技術が未熟な部分もあり、手技の徹底マニュアル化が必要と考えれれる。

ダブルバックタイプの抗生剤のカクテルに関するルール。 注射確認手順が守られないこと。

ダブルバックタイプの抗生剤を点滴スタンドに吊るしておく場合直前にカクテルするか、すでにカク
テルされたキットを吊るしておくか統一する。 再度注射確認手順について徹底を図る。
チーム内で患者対応を検討し、日中は可能な限り看護師対応とする旨、周知徹底を図った。

患者対応について、チーム内で問題の共有と対策が図られていなかった。

昼食後、いつもと違うと看護師は感じていたが、その後の行動予測が不足していた。患者の寝て 患者がいつもと違うと感じた時にアセスメントを行う。
いた周囲に尿器が落下していたことから、排泄行動が間に合わず移動したことが転倒につながっ
た。
患者の家族よりナースコールがあり病室に行ったところ家族の方が患者様の足元の布団をめくり 点滴実施時の使用物品の回収、片付け、針の処理が正しく行われていなかったこと。
非常に重大なことであり、朝のミーティング・申し送り簿・カンファレンスで取り上げ徹底した再発防
これが入ってましたと言われ確認すると（24Ｇサーフロ針の内筒）があったとのこと。
止に取り組むこととした。
患者の介助レベルの表示について、当院では排泄介助必要でなおかつ、トイレに座っている間も 座位バランス安定、また、ナースコールを自分で意思表示できる患者へピンクテープが必要か…。 ピンクテープ適応患者の基準の見直しとスタッフのスキルアップ。
目を離してはいけないレベルの患者についてピンクテープを車椅子に貼っている。ナースコールが ピンクテープ患者に対する意識を高めるべきである。
あってトイレにいってみると、ピンクテープシグナルの患者が一人で立ってズボンをあげていた。バ
ランスは安定していたが目を離してはいけない患者のそばを介助者が離れた状態でマニュアル違
反である。転倒の危険があった。
患者の看護をしながら、移動していると、廊下で仰向けに横たわっているのを発見する。バイタル 病状的に理解不足で、勝手に行動してしまう。柵が４つついていない。観察しにくい死角の部屋配 病室の変更。柵を４本に変更。行動時はナースコールをするよう指導とともにナースコールを手の
異常なし。嘔吐、打撲痛なし。朝食スムーズに摂取する。本人は歩いていたことさえ覚えていな
置である。計画の記載漏れ。患者観察不足。
届くところに配置した。看護計画の整備を行った。
い。朝食後医師に報告、診察受ける。
患者の義歯を洗浄後、患者に渡そうとした時にナースがゴム手をしていたため滑って床に落として 義歯が落下した時、破損するという意識がうすく取り扱ってしまった。
・「破損しやすい」と意識して注意し取り扱う ・もし落としても破損しない場所で取り扱う
破損してしまった。
患者の近くのテーブルの上に、ビオレの入れ物を置き、お茶くみにいっている間に、患者が蓋を開 不用意にテーブルの上に洗浄石鹸液(ビオレ)を置いてしまったこと。
患者の手の届くところに、不用意に物は置かないこと。
け飲んでいた。
患者の血圧測定を採血をした直後の側の手で測定したため、採血部位に血腫ができた。
・採血手技の誤り ・採血に関する知識不足
・知識と技術の再学習
患者の血液データが異常だったため、再検確認して病棟看護師に電話連絡、午前１１時に結果を 検査室で再検時、以前のデータと比べようとしたが、伝票にＩＤが記載されていないために確認で 検体採取の際は、試験管ラベルをしっかり確認する。伝票にはＩＤ氏名等、必要事項を正確にすべ
送った。夕方６時に医師が疑問に思い再採血したところ、全く違う結果となり、採血患者取り違え きなかった。
て記載する。極端な異常値は医師に直接連絡する。看護師も放置せず、連絡する。
が発覚。
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具体的内容
患者の口腔ケア時に、はずした補聴器を紛失した
患者の採血、ＤＩＶの指示があり、スパーキャス留置後、採血を施行しＤＩＶルートを接続する。その
後、刺入部固定のためテープを取ろうとした際、キャスの内筒の針を自分の左第４指に刺してしま
う。 針刺し後、すぐ指をしぼり出血させ、ナースセンターで傷口を流水で洗った。その後、０．１％
次亜塩素酸ナトリウムで消毒した。 この患者に感染症はなかった。
患者の採血の検体を分ける時、貧血もあり1検体で2ヶ所の検査センターへ送るのを1ヶ所のセン
ターへ提出してしまった。
患者の指摘により、分包誤差がわかった。再分包し、患者に交付した。
患者の主食ミキサー食を付け忘れた。
患者の処置をしていて血糖測定の時間が過ぎ、そのまま忘れてしまった。
患者の食事に「つくねのしそ揚げ」がないままで配膳をしてしまった。

背景・要因
患者の私物をはずした場合のマニュアルがなかった。
・業務手順・ルールのチェックの仕組み ・針刺し事故を防げる器具の導入

改善策
患者の私物管理に関するマニュアル作り
注射の際は、事前にテープを手元に準備しておく。 慌てず、自分の行動にゆとりを持つよう心が
ける。 内筒針は先に処分してしまう。

非常に忙しく、見落としていた。

2人での作業で患者採血日と、外来患者分が多かった。

分包機の使用方法監査の仕方
思い込みによる確認不足。
血糖測定の時間に他の処置が重なり多忙である
災害用備蓄食品である「つくね缶」を更新するために作成した献立で取り扱いに不慣れなことも
あって、作業が遅れベルトコンベア終了後にセットして送るはずであったが、セットされた事を確認
しないで搬送してしまった。
パソコン入力時、患者氏名の確認を行わなかった。

分包した人と監査する人の両方がチェックする。
確認を徹底する。
業務が重なったときは分担できる体制、コミュニケーション作りをしていきたい。
未完了の場合、配膳車に目印として、赤色のマグネットをつけておき、搬送時の確認で気が付くよ
うに手順を変更することとした。

患者の食事変更のため、パソコン入力画面を開けようとしたが、間違えて別の患者の画面を開
け、そのまま別患者の食事変更の入力をしてしまった（全粥食からブレンダー食へ変更してしまっ
た）。翌朝、隣のベッドにて食事介助中、患者家族が「ブレンダー食とは何か。」と話しているのが
聞こえ、食事が違うことを説明し、全粥食を配膳しなおした。
患者の申し出では、不足していたとの事。 調剤をした印は押してあり、詳細は不明。心療科で
患者との確認
は、ミオナールとデパス2種類が不足との申し出であったが、薬剤部では、不足はミオナール一種
類になっている。心療科と相談し、2回目の受診であり、キャラクターも十分把握していないとのこと
なので、ミオナールを不足分6錠渡す事とした。
患者の声で病室に行くと、ベッドからポータブルトイレに移動中に転倒しているのを発見
トイレ時にはナースコールを押してもらう。
患者の声で訪室すると、ベッドの柵につかまる状態で患者が床に倒れていた。
車イスに座って歯磨きをした後、ベッドに移動する予定であったが、他の患者のナースコールに対
応していた。患者が一人で移動していた。患者に待つように説明はそのときはしなかった。リハビ
リが進み、患者が一人でも移動できる気持ちが起きていることを予測していなかった。
患者の洗面介助を洗面所で行なっており、手を洗っている間、別の業務でその場を１分から２分離 転倒がハイリスクな方は目を離さず、しっかりとついている必要があった。
れた間に、自分ベッドに戻ろうとして転倒。転倒直後に発見。本人痛みの訴えなく、バイタルチェッ
ク、医師に報告し経過観察となった。
患者の体位交換援助の際、右手関節外側皮膚の剥離を発見。患者本人が無意識に右上肢に力 意識障害患者の自傷行為防止対策の問題点
を入れ内側にひねる動作を頻繁に行い、オムツのマジックベルトに擦って皮膚剥離を生じさせた。
患者の爪切りをしている時に患者の手指が動き、左手第１指を損傷してしまった。
患者把握不足。
患者の点滴を確認をしたが、ラシックスを静注せず、ボトルへ注入してしまった。点滴の再確認をし 思い込みによる間違い。
て気が付く。
患者の内服薬はナース管理にしていた。深夜の内服薬読み合わせ時にザンタックが1錠余ってお 確認不足
り、夕食後の分が与薬されていないことに気付く。 夕食後の分はスキップとなる。患者に著変は
みられなかった。
患者の入浴介助中、他の患者の手伝いを頼まれた。他の職員に依頼しその場を離れた。その後 他のスタッフに声かけ、来てくれたと思い確認をしないうちに患者から離れた。
患者が倒れた。
患者の排便が黒色便で異常があったにもかかわらず、状態をリーダーに報告せず、医師の指示 自己判断と無責任な行動。
がないのに検査に提出。患者が心配するとその事について自分の判断で説明していた。
患者の悲鳴が聞こえたので、駆けつけると廊下に右肘を付き横座りの状態になっている。廊下に 廊下に水が零れていた。他患の洗面後の水が零れていたようだ。
水が零れており転倒した様子。打撲痛、発赤なく、歩行に支障なし。
患者の病理診断の報告書を記載し、そのデータをきちんと保存していたにも関わらず、そのデータ ○月10日の検査科運営委員会でも議論されたように病理データを保存しているデータベースシス
が前触れもなく突然全て消えてしまった。
テムは、専門業者から購入した正規のシステムではなく、個人が作製したものである。作製者が
転勤したため、サポートが難しくなっている。さらに最近データ量が増加し対応能力を超えてきてい
るためかエラーが頻発している。

作業時は必ず氏名を確認してから行うよう指導した。

以後この患者は、本人と一緒に確認して渡す事とした。

患者に理解してもらいＡＤＬを確認してナースコールの指導をする
患者への説明を十分行う。必要に応じて、毎回、どれくらい待っていてもらうのか、声をかける。
転倒リスクがある患者は目を離さないようにし、他の業務がある場合はチームの譲り合いで業務
を行なえるようカンファレンスで話し合った。
皮膚が弱まっている上肢部分をストネットなどで保護する。 患者状況の観察、チェックの徹底。
言語でのコミニケーションが出来ない時は、患者の表情、行動を見て慎重にケアする。
点滴内容の再確認。
指示簿の確認をする。 与薬忘れがないか投薬後薬の数を確認する。
他のスタッフに依頼する場合は、確実に来た事を確認してから患者の側を離れる。なれ合いで業
務をせず安全性を意識して行なう。
ナースが無責任な対応をしないことや、患者情報と共有についてを、病棟責任者は指導する。
水滴を見つけたら、速やかに拭き取る。
幸い印刷された報告書が残っていたので、それをもとにもう一度最初から入力した。しかし今後も
同様のエラーが発生する危険性がある。今回は一人分で済んだが、大量のデータが消失した場
合は今回のように短時間には復旧できない。このシステムは、過去の検査履歴を閲覧したり、ラベ
ルを打ち出したり、病理診断業務に不可欠なため、大規模なトラブルが生ずると病理業務全般に
大きな被害が生ずる。保存操作をしているにも関わらず、データが消えてしまう事態は深刻で、当
面はこれまでより頻繁にバックアップを取ることで被害を最小限にしたいと考えている。しかし、深
刻なトラブルが発生する前に、定期的で継続的なメンテナンスができる業務用の病理データ管理
システムを導入すべきと思われる。
すぐに主治医に連絡を取り、頭部CTを撮影。CT上は特に出血はなし。今後も出血などの症状が
ないか経過観察していくと共に、精神科Drともコンタクトをとり内服の調整や必要に応じ抑制を行
う。また頻回な訪室を行い転落の危険性を踏まえ観察を行う。またベッド柵を外れないようにガー
ゼで固定する
不穏傾向が見られている場合、手の届く範囲には、なるべくものを置かない。危険のないような環
境整備に努める。
どんな薬剤かを確認し、意識しながら行う、部屋もちに、一言声を掛ける。

患者の部屋から、がたがたという物音が聞こえ、訪室すると患者が自らベッド柵を外し、上半身が もともと、脳梗塞の後遺症と見られる暴言を吐く、叫ぶ、周囲に当り散らすなどの感情を抑制でき
ベッドからずり落ちており、頭部を打撲していた
ない症状があり、精神科にて内服処方されていた。最近でも同様の症状が続いており不穏状態で
あったこと。また、柵を自ら外す事は今まで見られなかったため、転落の可能性を想定して柵の固
定を行っていなかったこと。
患者の部屋から物音がしたため訪室。マイクロネブライザーの装着している点滴棒が患者の頭の 体動が激しく落ち着かない状態であった。ベッド周囲の環境が不十分であった。
上に乗っていた。
患者の部屋もちではなかったけれども、HS、BBをするため部屋にいた。IVHよりメインがPNツイン パズクロスが凝固する為、生食フラッシュをすることをしっていたが、そのときは忘れていた。部屋
をいっており、パズクロスをいくためメインを止め、前後に生食にてフラッシュしなければならない。 もちでないため、意識がかけていたのだと思う。
けれども、ケア終了後、パズクロスが終わっていることに気付き、そのまま生食フラッシュしないま
ま、メインをつなげてしまった。つなぎ代えたことをすぐ受け持ちに報告したときに、指摘されきづい
た。すぐに止め、注射器にて逆血を確認した。結晶化などは、ルートないも見られなかった。
患者の麻薬の服用時間を薬袋に記入するのに、時間を間違えてしまった。
外来がすごく忙しい時であった事と、１日２回服用する時間を８時、２０時であるところを、１０時、２ 患者の痛みのコントロールをしっかりするために、時間が決められているのに、間違えてしまうとコ
０時であると思い込んでしまっていた。
ントロールが出来ず、患者に苦痛を与えてしまう。また、麻薬であるため、一般薬以上に薬の効果
と副作用があらわれてしまうので、注意しなければいけない。以前にも同じように時間を間違えて
しまったため、特に気を付けなければいけない。
患者の名前でフィルムを作成。その後訂正し、再出力。
確認不足
確認
患者の薬を確認中に、夕方に服用させる薬に誤って就寝前と表示がされ、セットされていた。 病 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 薬をセットする際に必ず作業の前後に確認し、他の看護者も確認する。
棟でセットする際に、誤ってセットしたものと思われる。 投与前のため、患者には影響なし。
患者の隣の病室に居ると物音がしたため訪室したところ、患者がベッド再度にしゃがみこんでいた ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞのｷｬｽﾀｰがあるものはロックし環境を整えていた 説明に対する理解は得られる状況で 排泄状況に合わせた訪室と必要時は介助を行う ﾅｰｽｺｰﾙの説明
ﾄｲﾚに行こうと杖を持ち歩きかけたところ後方に倒れた 自宅で転倒を経験していた ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞに あったが、説明が不十分だったのか 夜間の排泄状況の情報が把握できていなかった
尿器を設置しﾅｰｽｺｰﾙの説明を行っていた
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具体的内容
背景・要因
患者は、○／２午後に入院となり、点滴や内服薬の指示が準夜帯で出された。準夜帯勤務をして 指示取り時の確認不足である。準夜帯で指示が出され、出されたため、焦って指示取りをしてい
いた当事者である私が指示取りをした際、モ二ラック１０ミリリットル／分２での指示を、一回量１０ た。
ミリリットルを分２でと思い込み、（指示確認が不十分であった）カーデックスに思いこんだ指示を記
載してしまった。約一週間たった９日、他ナースによって指示取り間違いを発見、指摘を受ける。カ
ルテ上で確認したところ、他のナースが一回量１０ミリリットルで与薬をしていたかは不明瞭。モ二
ラックのボトル自体には、一回量５ミリリットルと記されていた。患者は、大腿骨の骨折中であり、
床上安静・牽引中であり、内服薬は全て看護者管理となっていた。また、高度の肝機能障害もあ
り、理解力も乏しい事もあったため、患者自身、服薬量については、全く無関与の状態であった。

改善策
指示取り時、細心の注意を払い行う。デックスに転記するならなおさらである。物が上がってきた
際に、ボトルのシールで再確認をする。

患者は、悪性リンパ腫で5日間の化学療法を受けた。患者は全身浮腫があったが、医師が２２Ｇの
静脈留置針で右前腕に血管確保し、局所の薬剤漏出の所見を認めずに終了し、抜針していた。そ
の後患者は全身浮腫が軽減してきたが、右前腕のみ腫脹が軽減せず、4日目には静脈留置針の
刺入跡に水疱形成を認めた。抜針時に抗癌剤（ビンクリスチン）が周辺の皮膚組織に逆流したこと
が推測された。主治医の指示で、局所を消毒してガーゼで保護し、経過観察することとした。

・終了時に生理食塩水を流しておらず、静脈留置針内に抗癌剤が残留していた。 ・患者は浮腫
があり、抜針時の止血が不十分となりやすい状況があった。止血不十分で静脈留置針内の抗癌
剤が逆流した。 ・抗癌剤取り扱いのマニュアルがなく、「抗癌剤の実施前後は生理食塩水を流
す」「抜針時は圧迫止血を十分にする」ことが、院内・棟内に周知していなかった。 ・看護師は、ビ
ンクリスチンが起壊死性抗癌剤であることの認識が薄かった。

・化学療法委員会で検討し、抗癌剤投与の前後に生理食塩水を流す指示を書くように、各科の医
師に伝達した。 ・看護師は、「抗癌剤の実施前後は生理食塩水を流す」「抗癌剤投与後抜針時は
圧迫止血を十分にする」ことを徹底した。 ・抗癌剤の取り扱いと血管外漏出時の対応を標準化す
ることとした。 ・薬剤師の協力を得て、抗癌剤の学習会を開催した。

患者は、意識障害があり、抑制帯を使用していたが、CVCの挿入部のテープをはがしCVCが少し
抜けかけていた。
患者は、交通外傷で入院し、右手骨折していたが、右手で動脈ラインと末梢ラインを自己抜去し
た。セントラルﾓﾆﾀｰでＡラインの波形が出ていないので気づいた。
患者は、週３回イムネース・スミフェロンによる治療をしていた。また、イムネースは5％TZ500mlに
混注してdivしていたが、患者の強い希望で、いつも9：30から開始していた。この日は通常ならイム
ネース・スミフェロンともに施行する日であった。申し送りでも特別な送りはなく、注射ワークシート
を見ながら、点滴を準備しようとした。しかし5％TZが見つからず、おかしいと思ったが、9：30がち
かづいていたので、とりあえず常備から使用し、患者の所にいった。患者はスミフェロンから施行し
てほしいと希望され、まずそれをisし、ついでイムネースを施行しようと針を刺した。そのとき患者
が、「そういえば先生が、最近吐気が続いているから今日は点滴を1回飛ばそうっていっていたけ
ど」といわれる。すぐにカルテを確認すると、スミフェロン・イムネースともにその日は中止、別の補
液のみの指示があり。患者に説明し、イムネースdiv外し、指示の補液につなぎかえる。状況Drに
報告し、本日はイムネースのみ中止となる。
患者は、尻もちをついていたが、バイタルサイン問題なし、頭部打撲なし、レベル他、外見所見に
問題なく外傷もみられなかった為、翌日、医師へ報告し様子を見る事になった。

抑制帯が不十分であった。

抑制の方法を検討する。

患者の監視不足

監視の強化

指示受けはされていたが、その事を注射ワークシートに記載がなく、自分は注射ワークシートのみ 何でもきちんとカルテに戻って確認する。指示を受けたときには、みんなにそれがわかるようにす
をみて施行しようとした。カルテをきちんと確認すればよかった。後で探すと、5％TZは返納伝票と る。決められたとおりに注射ワークシートに記載する。大切な事は患者ワークシートに記載するよ
ともに返納するよう準備してあり、落ち着いて探していれば、その伝票を先に見つけ、事故になら うにする。
なかったと考える。時間が迫っており、気持ちがあせっていた。

患者に排泄が済んだら、声を掛けるよう説明をして、カーテンを半開けにして様子を伺えるようにし 吸引処置をする場合でも、患者の観察が出来るように、自分の背後には、カーテンを開けて、背を
ていたが、同室者の吸引処置が必要と判断した為、患者に背を向けてしまったことで、尻もちをつ 向けないようにする。出来るだけ、排泄介助を全て済んでから、他患者の吸引処置を行う。他ス
く所を観察、予防することが出来なかった。
タッフへ吸引を依頼する。
患者は、病床上の都合により、急遽ＣＣＵからＰＣＣＵへ退室しなければならなくなった。ＣＣＵ勤務 申し送りを受けてから、配薬カートに薬を持っていかず, カルテポケットに薬を入れてしまったた 申し送りを受けたらすぐに配薬カートに薬を入れるように徹底する。 患者が飲んでいる薬は、
者から患者の申し送りを全て聞いていたにも関わらず、他の事に気がとらわれてしまっており、薬 め。
ワークシートに反映されているので、ワークシートからも確認するようにしておく。
のセットをし忘れてその日は帰っていた。翌日の日勤勤務者より、患者の薬の事を聞かれ、その
時薬のセットをしていないことに気が付く。主治医に報告し、前日飲めていなかった夕食後の薬
（ザイロリック、パナルジン）は欠で、朝の薬（バイアスピリン、レニベース、アーチスト）は遅れての
む事になる。
患者は０：０のラウンドまでは立ち上がる事もなく特変なく入眠していた。２人夜勤であったが、１人 情報の交換を行っていなかったなどの事により患者の命を危険にさらした意識的に関わっていれ 情報伝達を確実に
の看護師が休憩に入っており、自分も水が飲みたくて休憩室へ入ってしまった。２：１２位。患者は ば回避できる事故であった。
入眠していたので大丈夫だろうと安易な油断からの行動であった。転倒の既歴の事は知っていた
がその患者と接するのはその日が初めてであり、患者が立ち上がっているところを見てないという
事もあり、自分の内での転倒に対する認識が薄かったとも思う。申し送りで状況を聞いたのに自分
が見た一面だけで患者の様子を決めつけていたのではないかとも思う。２：１５ゴンという音がし急
いで行ってみると患者が看護室の前で転倒し仰臥位になっていた。頭部を強打したようであり後頭
部、手首の時計の部分、肘部から少量出血していた。バイタル測定、意識レベル、ｅｙｅサインなど
観察し特に異常見られず嘔気、嘔吐もなかった。当直Ｄｒへ状態を報告し特変内容であれば経過
観察を行う指示を受けた。朝食時いつもより活気なく嘔気はないという事であったが食事に手をつ
けなかった。私は転倒時マニュアルの存在を把握しておらず、転倒時管理師長へ連絡しておらず
その時報告した。管理師長に、その時点では患者の様子がいつもと違うという事をＤｒへ報告し、Ｃ
Ｔを撮ってもらう事の方が優先されるべきことである事を指摘され、Ｄｒへ再コールし、ＣＴ施行と
なった。ＣＴの結果頭蓋内出血はみられず、異常ないとの事であったが、自分の油断、患者への認
識の判断のミス、マニュアルを把握していなかった業務へ対する姿勢、夜勤帯の少ない人数の内
で相手へ転倒のリスクのある患者がいるという事を伝えていなかったなど情報の交換を行ってい
なかったなどの事により患者の命を危険にさらした意識的に関わっていれば回避できる事故で
あった。
患者は○/12 15:30に心房細動発作を起こし、その後は安静に経過していたが、○/12 20:30 便が 先輩看護師に相談できなかった。自分の判断のみで行動をしてしまった。
必ず、夜勤でどんなに忙しくても、「あれ」と思ったり不安になったことは必ず先輩に相談する。グリ
出なく気分不快の訴えあり。最初は摘便をするもしっかりと出ず、気分不快が解消されず、「浣腸
セリン浣腸は薬液であり、医師の指示でしか使用できないことを自覚し行動する。
をしてほしい」と訴えあり。努責をかけるのも不安だと思い、看護師のみの判断で、グリセリン浣腸
をしてしまった。その後、グリセリン液のみ出てしまい、まだ肛門部の不快が解消されず、再度摘
便にて肛門部不快が解消された。
患者は○/29入院し翌月1日の8時50分から手術予定である。○/29入院時に全麻検採血をし検査 検査実施忘れ
看護師は結果を確認していく
科に提出していた。○/30日勤帯で感染症データを調べると結果が出ていなかった。検査科に問
い合わせたところ検体を調べていなかったとの回答あった。主治医に報告してもらうよう伝達した。
主治医には看護師から経過を報告した。
患者は１２時間毎にミリステープをはりかえており、２０時に貼りかえる必要があった。１８時の検 併用中のほかの薬品にばかり気をとられており、また実施のチェックをしてあるか最終確認してお 自分の検温板に印をつけ、その上にミリステープをはさみ、実施のチェックがしてあるか最終確認
温のとき、まだミリステープを貼りかえる時間ではないと思い、自分の検温板に忘れないように印 らず、観察不足だった。
をするようにした。
をつけた。２０時に血圧測定はしたがミリスロールに集中し、貼りかえていないことを忘れていた。
それ以降の巡視時の観察も不十分だったため、その結果１２時間毎に１枚使用するべきものを２４
時間貼りつづけてしまった。
患者は16日ガリウムシンチを予定していたが14日中止となった。中止指示を指示書にもらい忘
口頭オーダー
指示中止受ける際は、中止指示を指示書に確実にもらう。検査中止の指示を受けた際は、前投薬
れ、前投薬未処理で14日眠前にラキソベロン3錠が配薬されたことを15日、スタッフが気付き事故
の中止処理を確実に行う。
が発覚。中止指示をもらい、前投薬も処理を行う。患者には著変は見られず。
患者は１日３回、独自血糖測定をしていた。測定後は値を尋ねスケールでインシュリンを実施して 通常、患者へ値の確認を行っていたが、当日は忘れてしまった。患者は独自結果を報告すること 患者は病織が薄く、独自で血糖測定するまでの指導できた。その後、値についてなど教育段階で
いた。当日、看護師が尋ねることを忘れ確認していなかった。値は３００ｍｇ/ｄｌであったが指示ス はなく、そのまま指示スケールを実施することができなかった。
あった。
ケールを実施することができなかった。
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具体的内容
背景・要因
患者は１日配薬にて薬管理中であった。１４時００分、１日配薬を看護師が行い、その時に定期処 薬袋が全て同じであったため。確認漏れ。
方されているゼフィックス、バクタ、ラシックス（それぞれ１錠朝Ｐ）が４錠づつ不足していたことに気
付く。この３種類の薬は全て同じ薬袋に入っており、ホッチキスで一まとめにされていた。１日３回
配薬している可能性があったが、尿量を確認するも異常なし。
患者は２日前に脳梗塞発症し本人自身どこまで動けるか理解できない状態だった 部屋訪室す 脳梗塞による 左マヒが発症したばかりで患者がとる行動を予測できていなかった 危険な物 ハ
ると床に転倒失便していた 頭 臀部強打していて ＰＬＴ３万と低下していたこともあり 出血な サミ 刃物などが置いてあった バルーン不快 バルン抜去の訴えがずっとあった
ど状態悪化するおそれが高く危険な状態だった 又ハサミが布団の所においてあり バルーンを
切ろうとしていた様子だが固定水が入ったまま 結局自己抜去されていた
患者は4歳で付き添いが必要であったが、病棟の関係で女性しか付き添い出来なかったが、説明 説明不足
不足で男性が付き添うことになっていて、急遽病室を変更となった。
患者は７２歳で高齢でもあり、多少の健忘も疑われた。バイアスピリン・ワーファリン投与中であ
主治医が○月２０日（土）に日直の予定であり、その際オーダーを入力するつもりであったところ、
り、手術の前に３、４日間投与中止必要であったが、上記事情により早めに入院させ、内服薬をこ 日直が変更になったため、○月２２日（月）まで気づかなかった。 産婦人科では手術オーダーは
ちらで中止させる心づもりでった。本人には中止する由は話してあったが、入院して中止の指示を 部長が記載していたため、主治医がオーダーを記入していなかったことに当該日まで気づくことが
すると説明していた 入院○月２０日（土）手術○月２４日（水）の予定であったが、オーダー表に記 できなかった。また看護師も手術オーダーそのものは実施されていたため、気づくことができな
入し忘れたため、○月２２日（月）バイアスピリン・ワーファリンを内服した後、主治医が気づき手術 かった。
を２日間延期した。
患者はＩＣＵより帰室後、末梢に血管ルートが３つあった。１つは使用中で、残りの２つはヘパリン ・手術報告書でラインが動脈ラインなのか静脈ラインなのか確認せず思い込んでいた。 ・点滴刺
ロックされ使用していなかった。使用中のの血管ルート（静脈）は漏れがあり抜去された。アレビア 入部周囲に針のゲージ数を記入することはあっても何のラインなのか記入するマ ニュアルがな
チンを残りの血管ルートから接続し別の看護師に確認してもらってる時、動脈ラインではないかと かった。 ・必要度の低い動脈ラインが留置されたままだった。 ・動脈も静脈も同じ種類の輸液
指摘を受ける（本来は静脈がら投与する）。手術リストを確認すると接続した血管ラインは動脈ライ セットを使用することがあるため、ラインだけでは区別がつき にくい。
ンであることが判明した。ごく少量が投与されたが患者への影響はなかった。
患者はＩＶＨとレビンチューブ挿入中であり、夕食時の経管栄養と眠剤を注入後、指示にてチューブ 患者の観察が不十分だった。やや不隠かもしれないと気づいていながらも、それに対しての行動
をクランプ中であった。訪室し、オムツ交換を施行中、患者のレビンが抜去されていることに気づ 注意も足りなかったように思う。抜去されてから、抑制させてもらっており、対策を講じるのが遅
く。チューブを固定していたテープは全て外されていた。排液量を確認すると、日勤帯と全く同じで かったようにも思う。また、家族が付き添っておられる、ということに安心にてしまい、観察を怠って
増えておらず、排液の性状は、経管栄養の薬液様であった。患者に嘔気、嘔吐は見られなかっ
しまったことが反省すべき点である。
た。担当のＤｒ来棟中であり、直ちに報告する。レビン再挿入は不要とのことでそのまま様子見てい
く。その後も患者に嘔気、腹痛、その他腹部症状は見られなかった。患者には、家人は付き添い
中であった。患者はやや不隠様で、それまでルート類を触ることは無かったが、会話がつじつま合
わないことを話すなど、落ち着きが無かった。その後も不隠様続くため、家人の承諾を得、両手に
メガホン装着させていただいた。
患者はＰＥＩＴ後であり、夕食の許可は１９：０７であった。夕方の配膳時に患者に声をかけると「小 配膳時間には日勤看護師も残っていた。 患者の言葉を鵜呑みにしてしまい、他の看護師が取っ
柄な看護婦さんが後で温めて持ってきますといった」とのことで、食棚までは確認しなかった。 食 てくれたと思いこみ、自分で食棚を確認しなかった。（患者は意識明瞭で会った。）
事可能な時間となり、食棚を探したところ、食事がないことに気づいた。 他の看護師に確認した
が、該当する看護師が分からなかった。
患者はガーゼ交換が一番で受付。実際にはカルテが先に来た患者からガーゼ交換を始める。患 土・日ガーゼ交換をした人はカルテがまわってくるのが遅い。 ガーゼ交換表に○がついてないと
者はその旨伝えるが、なぜ早く診てもらおうと待っているのに一番ではないのか、と苦情あり。
受付されてもカルテがまわってくるのがおそい。患者には８時３０分からガーゼ交換が始まると
思っている人が多い。
患者はゼロ歳児、１５時にネオフィリン中止となりテオドール内服オーダーに変更となっていた。２３ 情報伝達、確認のルール違反。ダブルチエック無し、ＩＶ実施後の個々での実施印サイン無し、（後
時に、中止のサインを見落とし、中止となっていたネオフィリンをＩＶしてしまった。２３時施行予定の でまとめて押印していた）
ネオフィリンがルールでは返却すべきとなっていたがそのまま残っていて返却されていなかった。
患者はてんかんの基礎疾患があり、入院時より心電図モニター・ＳａＯ２モニターを装着していた。
検査のため、モニター画面を中断し病棟外へ移動。検査終了し病棟に帰室後、ＳａＯ２モニターと
心電図モニターが患者の体に装着されていることは確認したが画面の再開はしていなかった。脳
波検査技師がＳａＯ２が低下している事に気付き、看護師に心電図モニターの画面はどうかと聞か
れた事で再開していなかったことに気が付いた。ＳａＯ２は吸引にて改善した。
患者はよく際されていたが、訪床すると気管カニューラを抜去していた。再挿入した。SPO2は変化
なかった。
患者は以前よりプレドニゾロンを一日8錠(朝６錠、昼2錠)内服していたが、29日より一日６錠に減
量となった｡しかし、本人には２９日分までの１日8錠のプレドニゾロンを渡していた｡２９日朝、他の
看護師が２９日からのプレドニゾロンを渡しに行った｡患者はその時既に朝食後の６錠を服用して
いたが、看護師には報告していなかった｡その後、患者は昼食後に２錠内服。１５時の部屋周りに
行った際、担当ではない看護師が内服について確認したところ、計8錠内服していたことが発覚し
た｡
患者は一日一回でニトローダム貼付があった その日は保清してからしようと後まわしにしてい
た 引継ぎの際申し送り忘れてしまい抜けてしまう
患者は右手末梢から点滴を行っていた。そのルートからは、ソルラクトDが投与されていた。左手
には、転倒したときの痣が大きく残っており、外見から血管は右手のほうがしっかりしていた。朝、
採血の指示が出ており、患者に説明し、点滴をしている右手から採血を行い検査室に搬送した。
その後、日勤NsとのWチェック時に右手から採血をしたことを指摘され、再度患者と検査室に説明
し、左手から採血を行い検査室に搬送した。
患者は右背部痛を訴えて来室。胸椎X-Pの撮影依頼があった。 胸椎正面写真が撮影条件の設
定ミスで過露出な写真になったため再撮影を施行した。

改善策
投薬後の残数確認の徹底を再度指導する。

刃物 ハサミなど危険物を除去しておく 環境整備 床に直接マットをひくなどの対応をする 不必
要なバルンを入れない 状態悪化した時は家人の付き添い等も考える 柵が不足してたので状態
に合わせて考慮する
入院時の説明は、説明書を作り、チェックしながら説明する
通常の入院より早く入院させる際は、主治医が事前にオーダーを記入するシステムに変更する。

・手術記録用紙の確認の徹底。 ・不要な動脈ラインは早めに抜去してもらうようにする。 ・動脈ラ
インと静脈ラインの区別が付くように点滴刺入部周囲に血管の種類を記入したり、区別がつく輸液
セットの検討をする。 ・血管圧を確認する。
不隠の見られる患者のチューブやルート類を管理するときには、いつも以上に、きちんと接続部か
ら刺入部まで確認をしていく。抜去の危険が考えられる患者には、チューブの固定を補強する、ま
たやむをえない場合は家人の承諾のもと抑制をさせていただくなどの処置を行い、抜去の防止に
努める。また家人が付き添ってくれているから大丈夫だろうという安易な思いこみをせず、忙しい
時こそ、確実にチューブ・ライン類の管理を行っていく。

他のスタッフへ聞くがはっきり分からず、栄養科へ相談、あり合わせの献立で食事を準備しても
らった。 食事がホールドとなる患者の食事を一番先にとり、自分が責任を持って配膳する。
実際８時３０分から９時にガーゼ交換とはりだしているのに、はじまらない。おもての看板の書き換
え。事務サイドの意識付け、なるべく早くもってきてもらう。患者説明の徹底。
１ ５つの原則ルールの遵守。２ ＩＶ実施後は、個々の実施ごとに済み押印 サインの遵守。３ 中
止薬品は即時に返却手続き。

・医療機器中断後の再開が忘れられた。 ・帰室後の患者の状態観察が速やかに行なわれな
かったため、二次的に画面再開忘れを早期に気付けてない。

・医療機器中断後患者が帰室した時、まず始めに医療機器の再開を行い患者の状態に変化がな
いかチェックすることを徹底する。

抑制帯が不十分、確認不足

抑制帯の方法を検討する。

一日８錠のプレドニゾロンの処方が２９日まで処方され、患者に渡っており減量の指示が出た時点 ・減量に指示が出た時点で残薬を回収し、減量後のプレドニゾロンを本人に渡し、減量の旨を説明
で残薬を回収していなかった。
するべきであった｡・朝の内服後、確薬をするべきであった。

後にしようと結局忘れてしまい抜けてしまうことになる 人まかせにせず 早めに自分で行う

朝 その日受け持ちだけでなく リーダーも確認する 食間薬はぬけやすいので注意する

点滴を行っている腕だという認識が甘く、採血のしやすい血管を選んでしまった。また、点滴の組
成と、検査に及ぼす影響が理解できていなかった。

再度手順を見直す。また採血時には、採血を行ってもよい血管かどうかを確認してから行い、採血
がしやすいかどうかという自分本位な考えをしない。

撮影条件設定ミスであるが、一般撮影において胸椎は解剖学的に至適撮影条件の設定が非常に 一般撮影マニュアルにある胸椎撮影条件表の設定を見直し訂正することとした。 患者さんの撮
難しい。 この患者さんは、外観から得た印象より皮下脂肪が非常に少なかったためにX線の透過 影条件設定は、一般撮影マニュアルの参照と個々の技師の経験に頼って行なわれているが多く
が思ったより多く、過露出になり再撮影にまで至った。
の撮影条件設定ミスはこの範疇を超えた外観からは判断できない体型や脂肪沈着等によって起
こっている。 この予防策としては、一般撮影マニュアルの見直しを図ると同時に、今後は患者の
撮影条件については、知り得た情報の共有化を図るよう放射線科内での伝達を良くして行きた
い。
患者は下半身不随で尿道カテーテル留置中であった。せん妄があるため、カテーテルの自己抜去 自己抜去の危険性が高い場合の対処が不十分（アセスメント不足）。
尿量を考慮して間けつ導尿を行う。
の危険性を考え１５？３０分ごとの訪室を行っていたが自己抜去した。血尿、尿道損傷なし。
患者は開頭術中で、医師が骨片に穴を開ける時ドリル先端が（Ｃ1）折れる。 直ぐに新しいドリル 機器の要因による 不可抗力
機器の点検を行なう。
先を出して使用したがまた折られた。 その際術野から離れたところで行なっていた。 直ちに肉眼
的に術野の確認を行い、先端をマイクロ下で確認するが明らかな破片の欠損は見られず。 また
術後ＣＴで破損確認をおこなってもらうが認められなかった。
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具体的内容
患者は外科、OPE後4日目。 尿量が8時間で240ml以下ならDrコールの指示があった。 4時、12
時、20時にて尿量チェックを行っていた。 患者の最終排尿は○/12の17:30であった。 深夜帯で
の4時の尿量チェック時、排尿がなく、蓄尿瓶の中も空であった。尿意もなかった。膀胱は軽度膨
満していた。これは指示にかかるが、点滴の滴下が遅く、予定より少ない量の点滴しか滴下されて
いなかったため、4時の時点では滴下を早め、報告をせず、２時間程様子観察とした。 6時にな
り、尿意はあるが、排尿がなく、膀胱膨満が増強していたため、導尿をした。200mlの尿量、高比重
の濃縮尿であった。CVPも低値であった。 この時間に主治医に電話報告をした。Drより報告が遅
いと指導を受けた。 その後、輸液負荷の指示があり、500mlの輸液を４時間で負荷し、その3時間
後に自然排尿にて約600mlの排尿があった。患者のVSには異常はなかった。
患者は癌検診を○月に受けＣａを指摘。経過観察のため受診したが子宮癌細胞診検査を施行し
なかった。

背景・要因
改善策
前日の17:30から４時まで自然排尿がなかったということは10時間半の自然排尿がないこととな
不安なことや指示にかかるときは自己判断せず、合勤の先輩スタッフに早く相談する。術後経過
る。４時の時点で様子観察でよいと判断してしまった。また、４時の時点で自己判断してしまい、合 する患者の生理の知識を深め、患者の状態を勝手な自己判断をせず、根拠をふまえて判断する
勤の先輩スタッフに相談しなかったために起きたインシデントであると考える。また、術後4日目の ようにしていく。
患者の生理について知識が不足していたためであると考える。

医師は細胞診検査を施行しようと依頼書を内診前に入力。 内診時に看護師にその事が伝わっ
ていなかった。 医師も細胞診をせずにエコーだけで終わってしまった。 看護師は2つの診察室を
掛け持ちで介助していた。
患者は既往に糖尿病があり、毎朝血糖測定後インシュリンを施行していた。インシュリン指示の処 注射の際の指示伝票と薬物の確認を怠りマニュアルを守らなかった。 注射の指示受けができて
方が２４日で切れていたが、指示は継続だと思いこみ、２５日朝食前血糖測定後、注射箋未確認 いなかった。
のままノボリン３０Ｒ１４単位を施注してしまった。２６日の朝処方箋が切れていたことがわかる。
患者は気管切開し、スピーチカニューレを挿入していた。食事、飲水などの時、内筒をいれず、カ 食事、飲水、歯磨きなどの時に内筒挿入、カフを入れることになっていたがしていなかった。以前
フを入れない状態で、朝食を食べさせ、他者にそのことを指摘され気づいた。
同様の患者に対して、上記のことをしなければならないことは知っていたが、していなかった。
患者は軽度痴呆があり、せんもうが心配されていた。術後第一病日の本日は、19時頃より入眠さ せんもうによる事故の危険性は術前より意識されていたがそれに対する具体的な策があげられて
れていた。21時睡眠中であるが点滴が抜去されており再挿入。患者は再び入眠されたため退室。 いなかった。また21時の自己抜針があった時点で点滴の固定方法の工夫や短時間での訪室が必
22時自室より腹帯とおむつ姿で廊下へ出てきている。点滴とＣチューブの接続部がはずれてい
要であった。
た。
患者は高齢であるが、軽度の見当識障害があり、下肢筋力の低下があるほかは、比較的自立し 患者は、高齢であり下肢筋力低下があったため、転倒しやすい状態だった。看護師は、患者の状
ている患者。患者が室内のトイレに行き、スリッパが滑って転倒。物音で気づいた看護師が訪室し 態を把握していたのに、夜間はポータブルトイレを使用してもらうような指導を行わなかった.看護
て、床に倒れている患者を発見した。
師は、患者が夜間歩行時にスリッパを履いていることを知っていたのに、履物に対する指導を行
わなかったため、患者は滑りやすい素材の履物をはいていた。
患者は高齢で軽度の痴呆もあり、術後せんもうを起こした経緯もあった。今回吐血（○月11日）後 患者の尿意が１時間ごとにあるため、30分から40分の訪室で安全の確認がしていけられると判断
点滴管理をしており、直後よりせんもう状態みられたため、部屋をナースステーションに近いところ していたが、不十分であった。
に替え、30分から40分ごとに訪室し観察をおこなっていた。0時20分訪室時はいびきをかいて入眠
されていたが0時50分訪室すると臥床したままの状態でＣＶを自己抜去されていた。
患者は左ＴＫＡ術後10日目であった。○/24 am7:40分頃、配膳をしているとランドリーから看護師 ランドリールームは車椅子で中まで入れないが、ＮＷＢである患者はＴ字杖を用いて歩き洗濯をし
呼ぶ声あり。行くと両下肢伸ばした状態で座りこんでいる患者の姿あり。聞くと洗濯機の間に洗濯 ようとしていた。下肢が十分屈曲しない状態で、無理に落ちたものを拾おうとし、下肢が滑ったと考
物が落ちたため、杖で拾おうとしたら、足がすべりしりもちついたとのこと。痛み訴えず。車椅子に えられる。
介助にて座り自室へ戻る。下肢動き良好、打撲のあと見られず。BP138/68 P66と普段と著変み
られず。
患者は左半身不全麻痺あり、ぼんやり感があったため床上安静であった。排便時はポータブルト １．常にギャッジアップしている状態であり、ポータブルトイレに移動するためには足元の柵が邪魔
イレ移動の許可あり、介助で移動させた。排便終了時はナースコールするよう説明し退室したが であったため、はずしたことで支えがなくなった。 ２．患者は、患者自身の状態と体動に対する認
ナースコールがないため、１０分後訪室すると、ポータブルトイレの前に座り込んでいた。ポータブ 識にずれがあった。 ３．２０日より左下肢の知覚麻痺あり、２２日ＣＴでは多発性脳梗塞と診断さ
ルトイレはベッドの右側に平行に設置していた。本人はナースコールせず自力で立てると思い立っ れた。徐々に麻痺が進行していた。 ４．２２日より左上下肢の運動麻痺あり、本人へは説明して
てみたが、力が入らずしゃがみこんだと話される。外傷なし、バイタルサイン問題なかった。
あったが、２０日以前は自力でポータブルトイレに移動していた為本人の自覚（認識）にずれが
あった。
患者は思考過程の変調及び昼夜逆転の徴候もあり、日中～就寝までの時間は、監視の元に車イ 要因は報告にも書いた通り、父の判断の誤りであったと思う。医療側は折に触れ、ＩＶＨルートの重
スに坐るなどして覚醒していられるよう心身の刺激につとめていた。夕食後、父が面会に訪れたた 要性、勝手な移動のキケンは、病状とともに家族に伝えていた。
め、「患者さんの様子をみながらお話しをしてあげて下さい」とお願いし、病室に戻した。父は日頃
より患者さんには心身の刺激が必要なこと、普通に会話していても行動にはまだ危険がともなうた
め、移動時には必ずコールをするよう医師、ナースからそれぞれ話されていた。しかし、患者が
ベッドに戻りたいと言うと父はナースに相談することなく車イスからベッドに戻そうとして、その際ＩＶ
Ｈがどこかにひっかかったのか（原因は不明だが）抜けてしまった。その後父がコールしてきた。

細胞診や検査がある時は医師が指示を基本カードに書く。何を今からするのか看護師に伝える。
患者様にはお詫びの電話をし再度検査に来て頂くことになった。
マニュアルどうり指示箋や薬物、本人の確認を行っていく。 指示受けを漏れのないようにしてい
く。
気管切開の患者に対して、食事、飲水、歯磨きの時に内筒を必ず挿入、カフを入れる。
ベットをナースステーションに移動し看護師の目の届く範囲で休んでいただくこととした。点滴のラ
インが患者の目に届かないよう、衣類の袖を通して固定した。翌日からは可能な範囲で家人に付
きそっていただけるよう依頼した。
看護師やＰＴは、患者の履物に関心を持ち、転倒防止対策を積極的に行う。看護師は、定められ
た転倒防止策を患者の転倒危険度に合わせて提供する。夜間は、転倒しやすい患者には、なる
べくポータブルトイレを使用してもらう。また、患者にも自分の転倒の危険度を理解してもらえるよ
う、説明をする。
ＣＶは抜去されたため、その後の夜間帯は転倒・転落の事故がないようベット乗り降りをする側を
壁にあてて様子観察を行った。翌日カンファレンスで当患者のＣＶ管理について話し合った。
ランドリールームの入り口が狭く車椅子が入れないため、歩行できる状態になるまでは、自己で洗
濯することは控えてもらい、家人、看護師が行うようにする

１．ポータブルトイレ移動時はベッド柵を頭元に移動し支えとする。 ２．Ｔ字柵を使用（購入依頼）。
３．患者・家族に病状を分かり易く説明し、必ずナースコールし、一人では動かないように説明を行
う。

理解されているとは思っていても、その都度必ず確認をとることが必要かもしれない。家族がどこ
まで何を理解しているのかはっきり言ってこちらがすべて把握するのは無理だと思う。だからくどい
と思われても念を押すことが必要。

患者は視力障害があり、入院２日目と環境の変化に適応していない状態で起きた事故。一人で洗 患者は入院２日目であること、視力障害があること、下肢筋力が低下していること、杖歩行をして 看護師は転倒転落の危険度が高い患者については、予防策（看護計画を含む）を適切に実施す
面所へ行こうとして、片手に杖を、片手に歯磨きセットを持った状態であったため、バランスを崩し いることから転倒転落のリスクが高い状態だった。（危険度？）看護師は患者が通りやすいよう環 る。患者に対して看護師は、患者自身が自分の転倒のリスクを自覚できるように指導する。
てその場で転倒。床頭台にもたれるようにしりもちをついた。
境整備を行わなかった.看護師は、患者に対して洗面や排泄などの際、看護師を呼ぶような指導
を行わなかった。転倒転落の危険度が高い患者に対する看護計画が確実に実行されていなかっ
た。
患者は手術当日、主治医が指示した内服薬を７時までに服用し、以後絶飲食となっていた。６：３０ 患者の言葉を信じ、自分の目で確認しなかった点。指示内容についても詳細について口頭で申し 指示与薬は配薬し、確実に投与されているか、自分の目で確認する。
に患者に口頭で「昨日、説明した薬は飲んでもらいましたか」と確認したところ、「飲みました」との 送らなかった点。
返答であった。自分の目での確認は行わなかった。申し送りの際に、朝の内服薬を服用し７時以
降絶飲食となっていると申し送ったが、薬の内容について口頭では申し送らなかった。１１：３０手
術室へ申し送りの際に「朝の内服は全てしてもらっている」との誤った申し送りとなった。実際には
指示どおりの薬しか内服していなかった。
患者は出血性ショックにて母体搬送されてきた。搬送時にはレベルも低く他職種が入り交じり処置 他職種間とのチェッツクの仕組みの問題点 院内事故防止教育の問題点
必ず患者に名前を確認すると共に看護師と放射線技師とで指示票を共に確認することを院内で
を行っていた。患者の状態が落ち着きIVH挿入し挿入した医師がレントゲンを依頼すると側にいた
統一する
看護師に伝えた。数分後放射線技師が来棟したため患者の元に誘導し撮影する。このとき看護師
も撮影する技師も患者の名前を確認しなかった。撮影後レントゲン結果を見るため放射線部へ連
絡すると撮影した患者のオーダーは入っておらず、本来は他の患者がレントゲン撮影する予定で
あったことに気づく。
患者は術後のせんもうを起こしており、点滴の自己抜去が度々見られたため、家人面会時は出来 家人への患者の現状の伝達が不十分であった。
家人に席を外されるときは看護師に声をかけていただくよう伝えた。
るだけ付き添っていただくよう依頼していた。家人がトイレに行かれている間に自己抜針されてい
た。
患者は食事が進まないこと、尿量が安定しないことで持続点滴(ポンプ使用中）をしていた。本日19 ルートが壊れていたと考えられるが、いつから漏れていたかははっきりしない。血液が漏れてはお 目で追うだけでなく、接続部のゆるみや、ルート途中からの漏れがないかどうかもみていくようにす
時過ぎにDrより、食事量アップしているので、メインを60/Hから40/Hに変更するようにいわれ、そ らず、血管も細い為、インサイト自体が漏れたり詰まったりして使用不可となったことの原因と断定 る。
の際ルートを目で追って、ルートがきちんとつながっていることを確認した。21時再度訪室時、抗生 も出来ないが、布団が濡れていた量から、1時間程度は点滴が入っていなかった可能性あり、発
剤を側管からはずす際、布団が濡れており、漏れを確認すると、点滴ルートは何とかつながってい 見が遅れたことでインサイトが詰まってしまったのかもしれない。
るものの、通常外れる事のない部分が外れ、そこから漏れていることが発覚。ルートを新しくして再
度点滴をするが、インサイト刺入部からもじわじわ漏れあり。抜針し、反対の手に入れ替えする。
以後漏れなし。尿量にも大きな変化はなかった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
患者は心筋梗塞で入院中。心臓リハビリテーションも順調に進み、内服管理を本人管理に移行し セット確認をする際、担当看護師が忙しいときは、遅出等手の空いた看護師が代行することがあ 手の空いた看護師が代行することがあるが、内服指示書・5号紙の指示を照らし合わせて確認す
ていく段階。患者がセットしたものを看護師が確認する方法をとっていた。 ○月4日の入院で当 る。内服指示書・5号紙の指示を照らし合わせて確認することにしていたが、5号紙での確認もされ る。 指示を取った時は確実に中止の記載をする。 申し送りをするときは内服再開の指示を
初処方されたアーチストが翌日には中止となっていた。内服再開の可能性もあり一時中止という ていなかったことが一つ。 指示を取った看護師が2枚に渡り出された内服指示書の一枚目にし 確認してからにする。 自分の持っている情報をもとに、申送られたことを鵜呑せず、自分の目で
形で保管してあった。 準夜から深夜への申送り際、「セット確認は、アーチストがなくて不合格本 か、中止の記載をしていなかったことが一つ 内服再開の確認をせずに申し送りをされたことが 内服再開の指示があることを確認してから内服させる。 以上が改善策として挙げられる。
人の持っている内服を確認して内服させてください。」と送られ、内服再開の指示を確認せずに預 一つ。 アーチストが中止となっていた事を情報として持っていたにもかかわらず、申送られたこと
かり中の物を本人へ渡し、内服させてしまった。
を鵜呑みにして思い込み、内服再開の指示があることを確認せずに内服させてしまったことが一
つ 以上が発生要因として挙げられる。
患者は身心状態の危険行動が多く見られ詰所で観察していたが患者が尿意を訴えたためトイレ スタッフの交替時間帯であり手薄であったので一旦トイレ外へ出たが理解力の悪い患者であり事 トイレ誘導時最後まで責任責任を持つ
へ移動 時間帯が昼交替時であり他の患者のナースコールや面会の問い合わせなどが重なり患 故は予測された
者には排尿後ナースコールを押すよう伝え一旦外へ出たがすぐに戻れず その間に自分でトイレ
へ出て転倒されたところを他のスタッフに発見される
患者は睡眠中で、センサーマットを使用していた。昨夜も転倒しており、転倒予防のため、四点柵 四点柵をしていたが、患者は自己にてはずし、転倒していた。アセスメント不足であった。また、昨 柵は自己にて簡単にはずせないように、ベッドに縛りつけて固定した。
をして休んでもらっていたが、２３時４５分、センサー音と同時にドンと物音あり。訪室すると、患者 夜も、センサーが鳴ったときには転倒していたとの申し送りを受けたのに、センサーの反応を確認
が側臥位で倒れていた。患者は胸部を押さえ、胸の苦しさを訴えられる。ＢＰ１５８／１２０Ｐ１０２Ｒ せずに休んでもらってしまった。
安静。どこをぶつけたかは言えず。トイレに行こうとしたと。下顎に紫斑あり。右膝にすり傷あり。口
腔内出血みられず。湿布にて様子観察する。
患者は睡眠中であったが、持続点滴にルートがロック式3方活栓から外れていた。
3方活栓の使用上の注意について説明がさせていなかった。
使用上の注意を院内のニュースで流す。
患者は数日前より脱衣行為を認めていた 準夜帯でバルーン気になるような発言あり そのた 夜間ズボンを完全に脱ぐことがなかったので脱衣してもバルーン引っぱられることないだろうという バルーンをズボンの下から誘導するときは少しくらい 引っ張られても抜けないようテープで固定
めバルーンをズボンの下へ通し誘導してみた 患者は脱水あり活気なかったが 補液により症 思い込み 頻回に訪室していたが 朝一度巡回してから次の巡回まで時間があいてしまった
する 脱衣行為が頻回であり バルーンが引っ張られる恐れがある時はバルーン誘導方法を変更
状改善 それに伴い 脱衣行為も増えてきた 夜間は頻回に訪室することでオムツ半分おろす
する 現在 対策として脱衣しないようパジャマの上から和式寝衣を着用してもらっている
くらいにとどまっていた 朝 活気でてきており 訪室するとズボンを完全に脱ぎ バルーンも抜け
ていた 尿道口痛みあるが 出血少量のみ 状態変化なかった
患者は切迫流産で入院中。ｳﾃﾒﾘﾝの点滴から内服へ変更となった。 就寝前にｳﾃﾒﾘﾝの内服を２ 就寝前に再度内服の確認を行わなかった。 薬袋の表示を変更しなかった。
内服初日には正しく内服できているか確認をする。 口頭での説明だけではなく、薬袋の表示も変
錠患者に渡し、内服時間と内服数について説明を行った。 ６：３０訪室してとき、内服を確認したら
更する。
まだ飲んでいないとのことだったが、机に準備されていたｳﾃﾒﾘﾝ錠が１錠であったため、患者に確
認してところ、就寝前に１錠しか内服していないことのとこだった。本来は１回に２錠内服しなけれ
ばならないものであった。
患者は大腿静脈からＣＶカテーテル挿入されていた。通常はつなぎのパジャマを着用し自己抜去 患者の状況判断を誤りパジャマを交換したのみで他の対策を講じないままに事故が起きた。
パジャマの枚数を増やす、他部署の物を一時的に借用するなどしてつなぎパジャマをきちんと着
防止対策をしていたが、つなぎパジャマが汚染し洗濯をしたため上下のパジャマにしていたところ
用する
ＣＶルートを自己抜去していた。
患者は胆石症にて全身麻酔下に腹腔鏡下胆摘術を受け、麻酔から覚醒する過程であった。おそ 術前に患者に動揺歯の有無について聞いており、「下顎の奥歯のみ不安定」との返答を受けてい 覚醒途中の無意識状態のかみ締めは、ほとんどの人で発生する。歯の丈夫さ加減により上記の
らく無意識で患者自身がバイトブロックを強くかみ締めたために、患者の下顎門歯付近の歯芽数 る。門歯については予測不能。患者自身の行為により起こった。覚醒過程での意識状態を完全に 状態は発生しうる。１００％の防止する手段は困難であるが、常に歯の強度に術前チェックするこ
本が自損、根元から折れたような状態で前方へ偏位した。動揺性はほとんどなく、口腔内へ落ちる コントロールするのは不可能であり、本件は不可抗力であると考えられる。
とを徹底すること。
危険性もなし、気管チューブ抜管後、リカバリー室へ搬送、その後、歯科医師に連絡し、歯科受診
となった。
患者は痴呆症があるため、理解力が低下している。５時、同室者からコールがあり、看護師が訪 患者には痴呆症があり、理解力の低下があった.排泄のパターンを看護師が把握していない。患 ベッド柵の隙間を念のためにクッション等を固定することでふさぐ。理解力の低下があるため、必
室したところ、床に寝ている患者を発見した。ベッド柵はベッド集に隙間なくついていたので、ベッド 者は昼夜逆転気味だった。
要時は抑制を行う。昼夜のリズムをつけることで、夜間や朝方は熟睡できるようにしていく。
柵を乗り越えたと思われるが、詳細は不明。
患者は痴呆症による理解力低下、睡眠剤服用中と転倒転落の危険度は？と高い患者。これまで ベッド柵を誰がいつずらしたのかが不明。巡視または臨時の見回りに行った看護師がそれに気が 看護師は、患者のＡＤＬや行動を把握し、起こりうる事故を予測したうえで、安全対策を実行する。
にも問題行動をしばしば起こしている。定時の巡視に行った看護師が、ベッドの足元付近で仰臥 つかなかった.患者は普段から問題行動を起こしていて、ＡＤＬが少しずつ上がってきているのに、 看護師は必要な患者に必要な本数のベッド柵を必ずつける。また隙間はどうかなどの点検を行
位担っているのを発見した。ベッド柵は通常周囲を囲むように４本使用しているが、右サイドの２本 看護師は転倒転落などの事故を予測していなかった。
う。
がずれていたが、はずされてはいない。
患者は痴呆症による理解力低下、睡眠剤服用中と転倒転落の危険度は？と高い患者。これまで ベッド柵を誰がいつずらしたのかが不明。巡視または臨時の見回りに行った看護師がそれに気が 看護師は、患者のＡＤＬや行動を把握し、起こりうる事故を予測したうえで、安全対策を実行する。
にも問題行動をしばしば起こしている。定時の巡視に行った看護師が、ベッドの足元付近で仰臥 つかなかった.患者は普段から問題行動を起こしていて、ＡＤＬが少しずつ上がってきているのに、 看護師は必要な患者に必要な本数のベッド柵を必ずつける。また隙間はどうかなどの点検を行
位担っているのを発見した。ベッド柵は通常周囲を囲むように４本使用しているが、右サイドの２本 看護師は転倒転落などの事故を予測していなかった。
う。
がずれていたが、はずされてはいない。
患者は痴呆症のため理解力が低下しているうえ、下肢筋力低下があり介助で歩行している状態 夜勤看護師は、患者が以前から問題行動を起こしているのにも拘わらず、ベッドに一人きりにし、 看護師は、問題行動を起こす患者をなるべく一人にせず、車椅子に乗車させて職員のそばですご
だった。夜勤者から日勤者への申し送りの最中に物音がしたので、看護師が訪室。ベッド下の床 特別な対策を実行しなかった。日勤帯からの環境整備不足。センサーマット等の設備がないこと。 してもらう。患者のベッド周囲の整理整頓を行い、患者の気持ちを穏やかに過ごせるようにする。
に倒れているのを発見した。ベッド柵は周囲を囲むように４本ついており、隙間がない状態だった
センサーマットの導入。ベッド柵を乗り越えると、患者が怪我をする可能性が高くなるため、ベッド
し、それがはずされていないので、ベッド柵を乗り越えようとしたものと推測される。患者に行動の
ではなくマットレスを床に敷くなどの方法を取る.
理由を尋ねると、ベッド脇の洗濯物入れのカゴが気になって、見ようとしたと返答される。
患者は昼夜逆転しており、不眠・せん妄状態で、座ったり騒いだり、眠らない状態であった。車椅 患者が部屋のベッドへの移動を拒み、また巡回につれていこうにも落ち着かず、動かそうとすると 十分安全でない環境下では、数秒でも患者を一人にしない。 今回の場合、Ｎｓは一人であったた
子でＮｓステーションの円卓でＮｓと過ごしていた。もう一人のＮｓは休憩に入っていた。他患者の巡 興奮してしまう状態で、患者を十分に安全と言える場所に誘導することができなかった。 一番の め、もう一人の休憩中のＮｓを呼び戻してからでなければ、Ｎｓステーションを離れるべきではな
回のため約１分ではあるが、患者を一人にしてその場を離れた。戻るとかけてあったブレーキを自 要因は、不穏患者を十分安全でない環境下に、一人にしてしまったこと。
かった。
分ではずし立ち上がっていた。車椅子の肘掛け部分に座り、後ろ向きに臀部から転倒した。Ｎｓに
て支えたためその他頭部などの打撲なし。疼痛不明瞭、表情穏やか。Ｄｒへ報告し様子観察とな
る。早朝来院された妻に説明しお詫びする。
患者は朝食前薬内服があった 内服自己管理できる方であったが食前薬のみ引き上げていた
食前薬のカルテチェック 処方箋のチェックができていなかった 患者の既往歴 内服に何をのん カルテチェック 処方箋チェックをしっかり行う また 内服を配り終わった後 もう一度カートをあけ
患者は情報収集が不足していて 手書きの内服処方箋の食前薬を見落として 食前薬として内服 でいるか の情報が不充分だった
て確認する
していることに気付かず配り忘れてしまった
患者は転倒転落危険度が？の患者。ポータブルトイレは通常自力で使用していた。夜間一人で 看護師の患者に対して転倒転落の防止対策の説明および指導が不十分だった.看護師は、患者 看護師および理学療法士は、患者の履物や移動動作をチェックし、不適切な場合は指導する。看
ポータブルトイレを使用している時に、靴のかかとを踏んでいた為滑って転倒し、頭部を打撲した。 が普段どのような履物を履いているかをしらなかった。
護師は転倒・転落の防止策を確実に行う。
患者は糖尿病のため インスリンを朝 夕食前に施注していた インスリン量を調整している段階 病棟は受け持ち制ではなく 機能別に業務を行っている 日勤では投薬番は決められているが
インスリン保管袋にインスリンの種類 単位数を書かず 施注毎に指示簿での確認が必要となる
で毎朝の血糖値で朝の施注を中止したり 全体量を見直されているところであった 当日内科 食事前の患者移送など バタバタした中での食事薬投与は準備した者と施行する者が異なること が 準備する者と施注する者が異なる時など 確認方法の効率化を考えなくてはならない 指示
主治医によりインスリン量を朝夕とも減少との指示がありサブリーダーであった私は指示簿を確認 もある そのため誰でもすぐわかるようにインスリンの保存管理している袋にインスリンの種類 簿で確認した上で自分自身のメモが有効ならばメモに基づき準備した者が必ず 施注まで責任
しインスリン減 指示簿参照と記録し申し送りを行い インスリン注を保管している 袋に新しい単 時間 単位数をメモだ貼っていた 毎度 指示簿に戻るという 原則が時間と業務に追われる中 持ってまたは メモに基ずき単位数を合わせる所まで準備するなど
位を書き変えた その転記の夕のインスリン量が間違えた単位であったたため 夕食前の施注 で実行されず 転記での確認となり転記誤りにて今回の事故につながった
を間違った単位数で行なってしまった その後患者は低血糖症状は起こらず
患者は動悸を訴えており、ニトロペン投与指示があった。自分が患者にニトロペンを手渡したが、 ・研修医の教育システムの問題点
・与薬の際は用法の説明をし、服用を見届ける。 ・教育システムの見直し（教育担当医師へ報
舌下することを知らず説明しなかった。患者は普段よりニトロを服用しているが、そのまま内服し
告）
た。飲んだか舌下したかの確認をしなかった。
患者は内服自己管理中（赤）、22日日勤で残薬チェックを行った。しかし、翌日の日勤での残薬
確認不足
基本的な確認ミスである。赤箱管理中の患者であり、残薬間違いの可能性もあることを念頭に置
チェックでニトロダームテープが2枚残っており、22,23日のテープの貼り忘れが発覚した。患者もニ
き、慎重に確認する。自己管理能力もアセスメントしながら、随時、確認説明する。
トロダームテープの貼り忘れを認めており、当直医に報告し、すぐに貼用する。薬袋が赤字であ
り、含嗽薬と間違えていた、との申し出もあった。
患者は内服薬の１週間分を自己管理中。昼食後に昼薬を服用しようとした所、間違えて就寝薬を 昼食後と書いてあるのを確認せずに服用したとの事で本人の不注意が原因だと考える。精神状 用法を確認してから服用するように指導する。繰り返し発生するようであれば管理方法を検討す
服用してしまったと報告に来る。
態は落ち着いていた。
る。
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具体的内容
患者は入院前より左片麻痺あった。車椅子移動時にはナースコールあり、少介助を必要とした。
退院の練習もかねて介助なしで移動してみるよう声掛けし、見守りにて一人で移動することが出来
た。10時頃、ナースコールあり訪室すると、車椅子の前にしりもちついていた。一人でベッドへ移動
しようとし左下肢に力が入らずすべり落ちたと。介助にてベッドへ移った。外傷なし、疼痛なし、意
識レベルの低下もなかった。
患者は破水しており、GBS(+）だったため抗生剤のビクシリンを点滴しなければならなかった。しか
し、２人の医師から、ビクシリンとフルマリンの別々の抗生剤が、それぞれ別の容器に入って上
がってきており、ビクシリンがあることに気付かずフルマリンを先に手に取ってしまったため、カル
テを確認せず(カルテにはフルマリンの施行指示も中止指示もなかったが)注射処方箋とだけ照ら
し合わせ、フルマリンを点滴するものだと思い込み、準備し施行してしまった。
患者は不隠状態であり、準夜帯より興奮状態であった。勤務交替頃に入眠し始め、はじめの巡回
の時は眠っていたが、１時間後に様子を見るため訪室すると床に座り込んでおり、物が散乱してい
たため転落したと判断。右ソケイより挿入中のカテーテルが１０ｃｍ程抜けかけていたが出血はな
く、本人の状態も変わりなかった。当直医師に連絡し診察。一般状態の確認、不隠時の指示と抑
制施行の指示があった。当直師長・主治医に連絡した。
患者は不穏状態で、酸素チューブや頸部のガーゼを引っ張っていた。頸部のガーゼ汚染があり、
ガーゼ交換のためガーゼをはずすと、頸部のドレーンが完全に抜け落ちていた。 医師に報告、
医師がドレーンを再挿入した。
患者は不穏状態で、点滴自己抜針などの経歴があり自己抜針予防のため刺入部には包帯が巻
かれていた。勤務始まり、終了時にライン刺入部の確認をしたが、不十分であった。 私が確認し
たのは、ラインが刺入されているところから中枢に向かっての静脈で、固定してあるところの確認
はできていなかった。 早出より患者さまの点滴刺入部の発赤・滴下不良を指摘された。訪室した
ときは、早出により末梢ラインは抜去されていた。

背景・要因
一人で移動する時も必ずナースコールするよう、説明していなかったこと。

改善策
必ずナースコールするよう説明し、見守りにて移動してもらう。

カルテを確認していなかったこと。

施行しなければならない点滴がある時、必ずカルテを確認する。

予測しうる状態であり、ご家族にも拘束に関して理解を得ていたにもかかわらず、入眠中であった 観察を常時行い、安全のための抑制ができる状態でありながら行わなかった点を厳重注意し、今
ため施行しなかった。その判断が甘かった。
後の観察に関して徹底指導した。

患者の行動観察不足

必要時、抑制をする

患者には点滴自己抜針などの経歴があり、自己抜針予防のため刺入部には包帯が巻かれてい 自己抜針予防のために包帯を巻くなどの予防策は有効であり、しばしば当病棟でも行われてい
た。勤務始まり、終了時にライン刺入部の確認をしたが、不十分であった。 私が確認したのは、ラ る。しかし、観察が不十分であると今回のように刺入部だけでは確認したとはいえず、接続部、接
インが刺入されているところから中枢に向かっての静脈で、固定してあるところの確認はできてい 続部の圧迫ラインの圧迫などの確認を勤務開始・終了時に行うべきである。またこの患者は長期
なかった。
にわたり同じ点滴ライン（Jelco）を使用していたのも、発赤を作ってしまったこと・発見が遅れたこと
に繋がると考えられる。よっていつ刺入されてどれだけの期間留置されているものか確認する必
要もある。
患者は本日入院された方。20時に血糖チェックの指示があり、情報用紙には血糖チェックの情報 うっかりミス 物忘れやど忘れ 思い込み
血糖チェックを誰がやるのかを全員で明確にしていく。受け持ちは血糖値が測定されてるかの確
をとっていた。勤務前に、全員でチェック板の確認をしていた。その時フリーはムンテラがあったた
認をしていく。
め20時の血糖チェックはできないとその時点で言っていた。自分では他の誰かがやってくれると
思っていたため、20時になっても誰にも確認しなかった。23時のリーダーへの申し送りをした時に
血糖値を聞かれ血糖チェックをしてなかったことに気付いた。そのご、医師に確認するが、連絡が
とれないため、すぐに血糖を測りに患者のもとへ行き測定した。その値をリーダーに報告した。そ
の値はスケール内であったため明日の朝報告する事になった
患者は毎食前にグルコバイ１錠を確認与薬で内服していた。 ○/31準夜で内服をセットする際に 患者は他にも内服があり、配薬車に同一患者の棚が３段あった。そのためセットしたと思い込み、 内服セットの時は相勤者が再度確認し、取り忘れがないか確認していたが、最近は行っていない
取り忘れがあり、配薬車に残ったままであった。次の日の日勤者がきづき投与のし忘れが発覚す １段とばしていたと考えられる。
ことがあり、当日も確認していなかった。再度確認していく。
る
患者は末梢ラインからラシックス６０ｍｇ＋５％ブドウ糖液をシリンジポンプで２．５ｍｌ／ｈで投与し ・シリンジポンプ使用時の確認を怠った（特に指示書との照らし合わせ）。 ・シリンジポンプの速度 ・シリンジポンプ使用時のチェックリストの作成と実施。 ・輸液ポンプを変更したり設定を変えた時
ていた。看護師がシリンジポンプを変えた際２５ｍｌ／ｈに合わせ作動開始させてしまう。その後、別 表示画面の小数点前後の数字の区別がしにくい（数字の色の違いがない。意識的に見なければ は間違えが起こりやすいため、それらを念頭におき再チェックを実施する。 ・指差呼称を積極的
の看護師により速度間違いが発見された。患者の尿量・バイタルサインに著変はなかった。
間違えに気付けない可能性がある。）ため、その視点を踏まえた教育が徹底されていなかった可 に行いチェック項目が抜けないようにする。 ・シリンジポンプの速度表示画面の小数点の区別が
能性がある。
しやすい機種の検討。
患者は面会室でテレビを見ていたが、退室しようとして立ち上がり、数歩歩いて右のほうへ方向転 ・関節リウマチがあり、四肢の関節異常・歩行障害・筋力低下あり。 ・杖歩行していた。
・転倒転落について、再度患者へ説明し理解を得た。（以後、面会室や病棟以外の場所へ行くとき
換しようとして、足元がふらつき右側が下になるように転倒。右手・右足をついて倒れた。直接看
は看護師に報告して行くようになった。） ・ふらつくときは必ず看護師を呼び、付き添って目的地に
護師は見ておらず、そばを通った看護師が、面会室にいた患者から報告を受けた。そのときすで
行くよう指導した。 ・看護師は、患者が移動しているときは、できるだけ声賭けをするようにした。
に患者はトイレ歩行していた。外傷はなく、バイタルサインに問題はなかった。
患者は夜間不穏があり、精神安定剤を服用、理解力が低下している患者。経管栄養目的で胃管 患者は、理解力の低下があり、チューブ挿入の必要性を理解できなかった。准看護師は昼食時間 看護師は、毎回チューブの固定が十分かどうかを確認する。看護師はチューブの位置、イルリ
が挿入されている患者。車椅子に乗車して、昼食を注入していた（准看護師Ａが施行した）が、開 中で他の患者の食事介助、休憩時間に重なっていて、看護スタッフが不足しているなどの条件が ガートルの位置を確認し、患者の手が届かないところにそれらを置くようにする。看護師は、経管
始後２０分して准看護師Ａが訪室時、チューブを患者が抜いているのを発見した。
かさなった。固定が甘かったのか、手を動かした時にチューブに引っかかった可能性があるが、詳 栄養をしていない時は、チューブを患者の手が届かないところに止めるような工夫をする。
細は不明。経管栄養注入中のイルリガートルの位置やチューブの位置がよくなかった。
患者は疼痛緩和のため、外来でデュロテップパッチ2.5ｍｇを処方され、薬剤師から説明を受けた。 ・処方開始時の説明が、患者が理解できるような内容ではなかった。 ・薬剤師の知識・経験等に ・薬剤師・看護師が説明する際に、模擬シールを用いて説明すること、説明後は患者がどのように
その後も外来を定期的に受診していたが、疼痛が緩和されず、デュロテップパッチは、徐々に5ｍ よって説明の仕方が異なる。薬剤師間で、模擬シールがあることを周知していなかった。 ・外来 理解したか確認することを周知した。。 ・医師は、特に新たな薬剤を処方した際や高齢者には、
ｇ・7.5ｍｇへと増量になった。患者は2ヵ月後に入院となり、入院2日後の担当看護師が、デュロテッ 受診時に医師・看護師は、正しい使用方法でパッチを貼付していると思い込み、薬効が得られな 薬効や副作用を問診し、貼付剤については貼付部位を確認する。期待した薬効が得られからと
プパッチの定期交換のために貼付部位を見ると、パッチの台紙がついたまま貼付され絆創膏で いことに対し十分な診察や貼付部位の観察等を行わなかった。アセスメントが無かった。 ・デュロ いってむやみな増量をしないよう注意喚起した。 ・看護師は、特に新たな薬剤が処方された際、
パッチの渕を固定してあった。患者は「貼り薬が出たときに、銀色の袋から取り出す際に中の貼り テップパッチは透明シールの製剤に透明台紙がついており、台紙の取り口もわかりにくく台紙をは 高齢者には薬効や副作用、使用方法を聞くだけでなく、見て確認するよう注意喚起した。 ・薬剤
薬を傷つけないようにと言われた。」「孫にも見てもらったが、台紙をはがそうとしたができないの がしにくい。 ・製剤の取り扱い説明書がわかりにくい内容・表現である。
部を通じて製剤元へ、台紙があることをわかりやすくすること、台紙をはがしやすくすること、説明
で、絆創膏でとめていた。」と担当看護師に話した。 正しい方法で貼付されなかったため、薬効が
書をわかりやすくすることなどの改善を要求した。
得られず2ヶ月間患者は疼痛が緩和されなかった。
患者への説明を行った。 当該患者のカルテに、他の患者に実施したハンフリー検査の結果を間 検査終了後救急担当となっていた。 検査結果の名前を確認しなかった。
検査終了後、名前等を必ず確認のうえ結果をカルテに貼付する。 確認は必ず声を出して確認す
違えて貼付したものを説明。 確認後違う患者であることが判明し、謝罪した。
る。
患者への説明を行った。 当該患者のカルテに、他の患者に実施したハンフリー検査の結果を間 検査終了後救急担当となっていた。 検査結果の名前を確認しなかった。
検査終了後、名前等を必ず確認のうえ結果をカルテに貼付する。 確認は必ず声を出して確認す
違えて貼付したものを説明。 確認後違う患者であることが判明し、謝罪した。
る。
患者への点滴実施時、患者歩行につき滴下不良のため調整を行った。その後臥床に滴下調整を 注入速度、輸液残量の確認不足。
定時観察の励行、患者管理の徹底。
行わなかったため予定より早く終了してしまった。
患者への投薬指示があり、準備をしていたが、交代看護師に報告を怠り、与薬されなかった。翌 不適切な申送り作業をしたことによるもの
依頼する時は確実な伝え方をし、与薬が済んでいるか責任を持って行うよう指導。
日保冷庫の残薬を発見した。
患者より、○月30日よりﾕﾘﾉｰﾑとﾉﾙﾊﾞｽｸの手持ちがなくなったため処方依頼しているがまだ来て 患者への説明不足・確認不足 判断・対応の不足 患者の理解度、患者の誤解
内服薬を渡す際には、患者が理解できているか確認していく。
いないこと、処方が届くまでの間は以前内服し忘れて余っていた薬を内服していたと報告あり。ｵｰ
ﾀﾞﾘﾝｸﾞ上は30日に1週間分定期処方となっていたため再度患者へ確認すると、定期薬は一包化さ
れていたため同じ薬剤とはわからず重複して内服していたことがわかる。Drへも報告するが、重複
して内服していた期間中血圧低下や体調不良等はなく、特に対処はせず。患者へは手持ちの残
薬を処分し、定期処方薬を継続して内服するよう説明する。
患者より「頭打った、フラフラして」と訴えあり 廊下に出ようとして、ふらつき衣装ケースに手をつい 夜間不眠傾向にあり、廊下に出てくること多かった。歩行器歩行しており、ふらついた時支えられ スリッパは目の届かないところにしまう。 靴をきちんとはく指導 壁に風呂マットをおいた。 オー
た時に壁で頭を打撲。打撲痛・発赤なし
ない。 ベゲタミンＡ２０時に内服している。
バーテーブルを壁においた。
患者よりコールなるも返事をして対応しなく、そのままになってしまった。 その後３０分まつもナー コールの対応ルールをまもっていない。
コール後に用件を必ず確認する。会話できない時は，必ず訪室する事
スは現れないが低血糖症状は出現しコールを押す事ができなくなった。
患者よりナースコールあり、訪室するとルート接続部がはずれており、シーツ血液汚染していた。 業務手順確認
はずれないよう接続部をテープで固定。ルートが引っ張られないよう注意する。
患者よりナースコールあり、訪室すると自己抜去したのか本人寝ていて気付かず。ルート取り直し 点滴開始時点のチェック
ルートを延長し、ルートを取り直し開始。寝返り時引っ張れないよう工夫した。
点滴再開する。
患者よりナースコールあり、訪室すると尿道バルーンを自己抜去していた。
日常行動は自立し、しっかりしていたので、まさか抜かれないだろうと思った。
ライン類に関しては抜去されない位置におき巡廻のたびに注意し、観察する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
患者よりナースコールあり。訪室すると、膝を付いて座り込んでいた。その後自力でベッドへ戻っ 検温や訪室の時に、患者の身の回りに注意を配るべきであった。また何かあれば看護師を呼ぶよ 下肢が不安定な患者のベッドサイドは、よく使用する物を届く範囲に配置するなど環境整備に努
た。打撲なし。外傷なし。床のゴミを拾おうとしてズルズルとすべるようにベッドから落ちたとのこ
う説明すべきであった。
める。ゴミ箱もベッドサイドに設置などの工夫が必要。また物が落ちた時や落ちた物を拾う時など
と。医師・上司に連絡。一般状態に問題ないため経過観察となった。
は必ず看護師を呼ぶよう説明することを忘れないようにと指導した。
患者よりナースコールあり訪室するとＩＶＨがほとんどなくなっており医師に報告。微量輸液セットで 滴下確認、対処の仕方
時間経過を追って観察を十分行う。高カロリーの入っている患者は２時間毎の滴下調整に心がけ
ゆっくり滴下するよう指示あり。
る。
患者よりナースコールあり膀胱留置カテーテルがぬけないのでと連絡もらう。 ＩＶＨチューブは、自 高齢者の手術後の管理で不穏状態がいつ出現するか問題である。
頻繁に訪室するようにする。
己抜去してあった。
患者よりナースコールがあり訪室すると、ベッドの足元側のストッパーが外れており、ベッドが動い ・ストッパーの故障・故障に気が付いていない
・ベッドの安全点検を定期的に行うような対策が必要
て患者は床に座り込んでいた。ベッドから立とうとしたらベッドが動いてしまい、その勢いで尻もちを
ついたとのこと。ストッパーをかけてもベッドは動きストッパーは効いていなかった。主治医に報
告。ベッドを交換。
患者よりの報告で転倒を知った。 左即頭部に軽い腫脹を認めた。
業務手順。チェックの問題
看視体制の強化、転倒しやすい人のリストを 作成し情報を共有する。
患者よりブザーあり、訪室すると、トイレにて転倒し、頭部、腰部、左前腕を打ったとの発言あり。 ケモ後のため倦怠感あり、歩行時に軽度ふらつきみられた。視力も低く、夜間の為視界もわるかっ 夜間はポータブルトイレを設置し、また、歩行に不安のある時はブザーを押すように説明する。
転倒後すぐに自力で起き上がり、ベッドまで戻ってきた、と。打撲部疼痛軽度あり、出血、腫脹な た。輸液ポンプ使用中でもあった。
し。意識レベルクリア、気分不良なし。
患者より注射薬を食事の際，お膳にあったので飲んでしまったとの訴えがあった。ヘパロック用の 使用前後の薬を患者の近くに置いていたことが原因。注射器を２度に分けて使用していたため， 患者の近くに余計な物を置かない。薬は１回ごとに回収する。
薬剤の入った注射器がお膳あったので飲んだとのことだが，その形跡はなく，患者の思いこみかも 夜使用して次に朝使用するため置いておくことがあった。
知れなかった。しかし，ヘパロック用の注射器をベットサイドに看護師が置いていたのは事実で
あった。それはそのまま残っていた。
患者より点滴あるはずだと指摘され、伝票確認したところ、カルテ裏に入っていた。
退院時書類の処理と重なり煩雑となっている
退院時処理の仕方のシステム化が必要
患者より渡された処方箋の氏名が違うと指摘された
患者氏名、カルテ、コストカード等の確認不足。
事故防止の基本を徹底する。
患者より透析中にトイレに行きたいと訴えがあった。看護師Ａは穿刺針にエクステンションチューブ 患者自身にも、言動に問題があり（恫喝や暴言）医療スタッフ間にも、本患者との対応には必要以 しばらくの間、プライミング中からエクステンションチューブを接続し、すぐに対応できるようにした。
を接続して、透析を中断する準備を行なっていた。看護師Ａは透析経験が浅く、緊張していたの
上の緊張感を持っていた。患者接遇の問題。
で、看護師Ｂが応援に入った。看護師Ｂが血液回路のリサイクルを行い、Ａ針をエクステンション
チューブと接続し、テープで固定しようとした。その際、誤ってＡ針を固定していたテープが手袋に
つき抜針してしまった。すぐに医師が抜針部をロールガーゼで圧迫固定される。透析の継続が必
要であったため、再穿刺の必要があった。抜針に対して謝罪を行なったが、激怒されていた。
患者より尿意の訴えあり、日勤看護師が介助で自室トイレに連れて行って、今入っていると申し送 トイレに入っているとわかっていながら訪室がおくれた。
ベッドから起き上がった時にはわかるように離床センサーを設置した。トイレに入っている間はすぐ
りを受ける。患者は歩行時ふらつき強く、支えながらでないと歩けなかったと。申し送りが終わり、
近くにいるようにする。
病室を回りはじめたときに同室者よりナースコールあり、訪室するとトイレ前で倒れている。問うと
自分で戻ろうとしたと。打撲なし、本人に問うもどこも打っていないと。瞳孔異常なし。日勤師長に
報告し、主治医に連絡する。経過観察との支持あり。以後はベッド上で寝られている。
患者をストレッチャーからＣＴ台に移す時、ストレッチャーのストッパーの確認をしないまま患者を移 ストレッチャーのストッパー確認忘れ
声を出して確認（Ｗチェック）をする
動し、落としそうになる。
患者をトイレへ誘導し、排泄後ナースコールを押すように説明したが、しばらくしてその患者の病室 観察不足
要介助の患者がトイレに入っている時は、トイレの周囲にいる職員に一声かける
を訪室すると、患者が不在だったため、トイレにいったところ、患者が床をはってトイレのドアのとこ
ろまで来ていた
患者をベッドから車椅子へ移動時、介護者が付けているネームカードの角が当たり、患者右前腕 介助する際、患者自身の身の回りだけでなく胸ポケットに挿したボールペンや、角の固いネーム 現在固いネームカードについて入れ替えを検討中。
部表皮剥離してしまった。
カード、時計をはずすなど、自身のチェックも必要。
患者をレントゲン室に連れていく際、同姓の違う患者と取り違えて連れて行ってしまった。レントゲ 患者名を姓名で確認する習慣になっていたが、思い込みをした。
患者名は姓名（フルネーム）で復唱することにする予定です。
ン室からの連絡で気がついた。電話で姓名を聞きとったのだが、性を聞いただけで思い込んでし
まった。
患者を間違えて、２日間ﾗｼｯｸｽを内服した
患者の病態が理解できていない 患者確認はきちんとできていない
病態の理解 患者確認の徹底
患者を間違えて点滴入力したが，中止指示をオーダーしたつもりでいたが，中止できておらず，看 中止指示の確認不足
確認の徹底
護師からカルテ記載にない薬なので問い合わせがあり，中止されていないことがわかった．
患者を間違えて配膳してしまった。
リリーフで入った技能員であったため、患者の確認が出来ていなかった。
看護師から患者情報の伝達を密に行い、当該職員も確認作業を適切に行うよう指導。
患者を検査に移送する為、車椅子移動を行ったところ、薬がベッドに１錠落ちているのを発見し
確実な内服薬の投与と援助が出来ていなかった。
介助が必要かどうかの判断を、見極めチームで同じ方針と情報共有で行う。
た。
患者を車椅子に移動するのに２人で抱きかかえた時、ＮＧチューブが開放チューブと接続したまま 患者確認を行わず、移動させてしまった。介助者は進行方向ばかりに気を取られていた。職員数 移動前に、患者のチューブ類の確認をしてから行う。お互い声を掛け合い、落ち着いて行う。
だったので、引っ張られているのに気が付き、指摘した時には少し抜けてしまった。ベッドに戻し挿 がいなくて慌てていた。
入試みるも、側わん強く入らず。医師に報告、透視下にて挿入行う。
患者を取り違えて静脈注射を施行。４時間後の点滴確認時に間違いに気づく。 肝機能、腎機能 業務手順・チェックの問題点
声だし確認、手順の遵守
への影響が懸念され、検査を実施。後遺症はなし。
患者を手術室へ移送した際、カルテとベッドネームをもって移動したが、他の手術患者のカルテを その日は慌しく、いつもなら午前中に手術の準備をしていたにもかかわらず、当日は午後からの 手術が７件あり、物品や時間的配分など管理面での配慮が欠けていた。患者の外来カルテは、手
持ってきてしまったことに気付き届けなおした。手術が終わり、患者をベッドに乗せて、持参して
準備となり、急いで準備した為、確認しきれなかった。声だし確認も行わなかった。
術に必要なものであり、基本的な好意である為、更なる確認を指導した。
あった患者のベッドネームを確認すると、それも他の患者のものであった。
患者を体位交換のため移動している時、左胸腔ドレーンが抜けてしまった。
ドレーン挿入中の移動時、各ラインに気を配り引き連れないようにしたりと十分注意し観察を行い 技術の向上。
ながら行う技術が必要であった。
患者を端坐位にしたところ、壁に立てかけてある椅子が倒れ、患者の下肢にあたった。表皮剥離 オーバーテーブルや椅子を立てかけてあることが多い。
環境整備
あり、出血あり。
患者を放射線科に案内しないといけないのに、エコー室に案内してしまった。
エコー室で行う検査と思い込みをしてしまっていた
他の検査等の案内場所を再度確認した。
患者一人で車椅子乗車中、自分でトイレに行き、再び車椅子に戻ろうとしたところ、ふらつき転倒し 一人で移動しないよう、声かけしていたが転倒は防ぐことが出来なかった。出来るだけ一人乗車 車椅子に座らせた時は、必ず固定ベルトをするよう注意する。
たとのこと。同室者が看護師に声をかけ発見された。左頬部打撲発赤あり、その他意識レベル変 中は、監視下にいてもらうようにすればよかった。
化なし。
患者家族が、夕食後服用薬と翌日朝分とを取り違えて服用させた。 朝ナースが薬の確認し訪室 服薬管理の家族協力の問題点
家族に確認して服薬させるよう指導。 分薬箱の定位置を変えない。 分薬箱からはナースが取り
した際、当日朝分がなく、前日夕分が残っていた。
出し家族には服薬のみ協力をお願いする。
患者家族からのナースコールで行くとシリンジポンプのアラームが鳴っており確認すると閉塞でシ 確認不足 持参物を持ち帰る習慣 ルートをたぐって確認していない シリンジ交換時にコッヘル コッヘルの使用は適切か検討
リンジを交換したとき使用したコッヘルが止まっていた。交換15分後に確認したがアラームはなっ は必要か
ていなかった。昇圧剤であったために微量であり閉塞アラームが鳴るには早かった。
患者家族への検体の提示を患者本人が拒否していたが、医師への連絡が不十分であったため、 連絡の不備
術前の患者説明の確認と患者からの要望等に対する履行の厳守
家族へ提示してしまった。
患者管理になっていた薬フェノバールと乳酸カルシュウムを間違えフェノバールを飲まなくてはい 薬の袋に薬の名前と飲み方を書き、1回分の包装分にも薬のイニシャルを書いて母親へ飲み方の 薬の袋に名前と飲み方を書いて、1回包装分にもイニシャルを書いて渡していたが、意識できるよ
けないときに、乳酸カルシュウムを飲ませてしまった。
説明をして渡してあったが、母親が勘違いして飲ませてしまった。
う袋，1回包装分に赤マジックで線を入れた。
患者管理の内服薬を間違って、毎食後飲んでいた。
患者管理にする判断基準
患者管理にする判断基準のアセスメント強化
患者管理下の服薬１日分（３回）を夕食後に１回で服用。
健忘症状を有する患者の服薬管理の問題点
健忘症状が見え始めた患者服薬はナース室管理とする。
患者間トラブル
観察不足
患者間に距離を置く
患者間違いで食事を配膳、患者は食べてしまった。患者の苗字が一字違いで似ていた。５分粥の 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
入院患者の把握（名前・食事内容等）。配膳時には食札と部屋の入り口のネームボードをチェツ
患者に３分粥を配膳した。
ク、患者に手渡す時、再度名前を呼び返事を確認する。
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具体的内容
患者間違えをして配膳し他の看護師に指摘され気づく。
患者希望で介助無でトイレ使用。トイレの中で転倒していたの発見。検査で右大腿部が骨折して
いた。
患者急変時、ＢＰ低下時ボスミンのオーダーに対して、硫酸アトロピンを静脈注射をおこなった
患者携帯用ベッドサイドのＰＣ入力カードがなかったため、服薬指示プリントと照らし合わせ薬確認
をし、内服した。 その後、ＰＣで内服を確認した所、内服薬が変更されており、内服された薬が終
了となっていたため、誤薬となった。
患者誤り
患者誤認オーダー緊急検査
患者氏名の漢字がわからず、似たような人の名前を看護師に聞き、「そうです」と言われたので、
採血・検査を行ったところデータが大幅に違い、別人であることが判明した。
患者自らの意思で歩行しようと、ベッドから降り、ふらついて倒れ、その際、壁で頭部を打撲した。
後頭部打撲し、出血・腫れあり。消毒の処置を行った。
患者自己管理の内服薬を日時，種類を間違い服用。
患者自己管理下で、１日分（朝・昼・夕）を１回で服用。 朝食後に薬をベッドサイドの薬箱から渡そ
うとしたところ、当日の朝と昼分がなく、本人に確認したところ、「前日夕食後３袋飲めと言われた」
と話した。
患者自己管理下服薬で、夕食後当日分を服用した後に、翌日分も服用してしまった。
患者自己管理薬の薬品名を確認せず、看護記録に表示されている薬品名で対応していたが、記
載されていた薬品名が誤りであることに気付き、患者の薬品を確認したところ、超速攻型のインス
リンであることがわかり、注射後直ぐに配膳した。
患者自身がベッド柵を外した事による転落
患者自身で、ベッドから車イスへの移乗時の転倒
患者自身でベッド端坐位になっていたが、ベッドに浅く腰をかけていたため、滑り落ちてしまったと
のことであった
患者自身で車椅子からベッドに移る際に転倒しているところを看護師が発見する。

背景・要因
改善策
マニュアル通りに患者の名前を配膳車、食札で確認していたが、習慣的な行動であって一つ一つ 配膳車、食札を指さし呼称をしながら確認する。食事介助をする際患者と照合する。
認識していない。
患者自立希望への許可判断の甘さ。 ＡＤＬ認識の甘さ。
患者自立への付添い、または介助の解除について ＡＤＬ判断、確認、許可等の一人決定の禁止
薬剤の採用や保管の問題点。薬剤の確認のあり方。
保管方法を他職種も検討する。声をだして確認する
投薬時のルールを守らなかった。投薬ミス防止マニュアルの一つでも確認時欠ける事でミスが起 投薬時の基本的ルールに沿って今後ルールを怠らないよう実施し習慣づけていく。
こりうる為、マニュアルをきちんと施行できなかった事が原因といえる。
隣同士の患者で担当ﾅｰｽが同一
不可抗力
業務手順にある確認をしていなかった

確認徹底
オーダーの時点での患者確認が重要。
採血前に、ベッドネームにてフルネームの確認を行う

ベッド柵を本人がはずし、ベッドから降りるという行為を予測できなかった。

自分でベッド柵をはずして降りるという予測は出来なかった。４本のベッド柵をしており、身の回りも
整理されていた。身体拘束も仕方ないかもしれない。
服薬をＮＳ室管理
健忘・痴呆症の懸念がある患者の服薬はナース室管理とする。

服薬自己管理の方法（分別箱利用の問題点。 自己管理可能患者かの判断の問題点。
健忘・痴呆症の懸念がある患者への説明及び服薬管理の問題点
患者の服薬習慣の把握、情報共有のあり方の問題点
患者の自己管理薬であり、患者も理解していると思い込み確認作業を行わなかった。

精神障害等服薬の自己管理に問題があると認められる場合は、ナース室で服薬を管理する。
新規に担当する患者である場合、必ずすべての確認作業を行うよう指示。担当者責任の自覚の
上で作業を行うよう指示。

上肢がじゆうに動くことを理解せず、ベッド柵の固定に対して安心感があった
以前も転倒があり、ベッド・車イス・Ｎ－Ｃの位置など対策を実施していたが、発生した。
安静度UP（付き添いでの歩行可）に伴い、患者に過信があったことと、スタッフによる観察不足

ベッド柵の固定の工夫を行う 患者のアセスメントを綿密に行う。
精神的に不安定な方でもあり、精神症状にも注意をする。
座位をとる場合は、深く腰を掛け安定した座位を保つよう説明した

痴呆症状があり患者自身に説明しても理解不能。家族も付き添うことはあまりない。然るに病棟ス 病棟スタッフでカンファレンスを行い患者家族と話し合いの場をもち今後の方針を検討する。
タッフが十分に観察するしかないが、ほんの少しの間目を離したときにおきた事例。
患者自身で寝巻きの交換時、点滴の空気針がはずれ患者の手に刺さる。
寝巻き交換の時の指導がなされていなかつた。
簡単に看護師がしている更衣についても注意する事を説明するようにする。
患者情報の変更をするために、CRの設定を変更したが（サーバーとレーザーイメージャーに画像 撮影業務が多忙であり、その合間で患者情報の変更を行なったので設定を戻すことの確認を忘 多忙な時間帯を避けて作業を行なう。
情報を自動送信する設定をOFFにした。）患者情報を変更後自動転送の設定をONにするのを忘 れていた。
れていた。医師より画像が届かないとの連絡があり気付いた。
患者多く多忙で薬を渡すまでに時間がかかり、患者から怒られた
患者が多くて手が足らなかった。
一部、院外処方を実施する。
患者体動激しく抑制を行ったが、抑制をはずし自己抜去してしまった。止血確認し医師へ連絡。再 抑制処置方法に問題がなかったか。 患者の精神状態の確認は出来ていたか。
抑制実施判断について検証。 抑制方法の見直し。 患者家族への患者状態の説明することによ
挿管する。
り理解していただき抑制を実施する。
患者代理人が○多○子(148番）の薬を薬局窓口に取りに来られた。○田○(146番)の薬を渡して ・苗字の読みだけで判断した ・代理人の返事だけで思い込んだ ・番号札、性別の確認をしな
医事会計システムの変更 薬の番号札を取りやめ、領収書・薬引換券の切り離しとなり、薬と引換
しまった。薬を渡す際名前を確認したら「はい」と答えたので、うっかりそのまま渡してしまった。 患 かった
券の照合をして渡す。
者より連絡があって判明、自宅に行って取り替える。
患者転院時検査データを忘れた
業務手順、チェックの問題
チェックシｰトの活用
患者転棟時に水薬（鉄剤）を忘れ3日間服用せず、定期処方のとき気がつき連絡が来た。申し送り 配薬カート内のみ気をとられ、水薬を忘れてしまった。当日担当看護師、リーダー看護師の相互の 移動時の薬の管理について、薬局の協力をうけ、薬に関しては薬局でしていただく。
に不備があった。患者の状態に変化はなかった。
確認が必要であった。
患者登録の際、カナ氏名と生年月日の両方検索せず、カナ氏名検索だけを行った為、同名の別 患者検索を行うにあたり手順通りに行わなかった。 診察申込書が正確に記載されていなかっ
・診察申込書での確認ができるように、記入を全てしてもらう。・ 確認作業の周知徹底 ・ 診察申
人を検索してしまった。 実際は初めての患者様で新患登録をしなくてはいけなかった。 診察申 た。 診察申込書紛失を考えると患者情報の大切さの認識不足 内科救急当番医で忙しかった 込書の紛失は患者情報の悪用につながる恐れがあり、プライバシーの侵害であるこのことを、全
込書には氏名、生年月日の記入はあったが、この病院で診察を受けられたことがありますかとい が、二名で受付事務その他の業務を行っていた。
事務職員に周知徹底するよう対策を行う。・事後の対策として患者データーを変更することで対応
う項目に記入があったかわからない。（診察申込書は紛失） その後の対応として、本来なら新患
したが、変える事の重要性の認識が不足していると考えられる。このことを、全事務職員に周知徹
として受付をして、最新の患者番号でやり直さなければならないが、医師が内容を全て入力済み
底するよう対策を行う。（事故事例の内容によれば20年もさかのぼってカルテを調べることがある）
の為同名別人の患者番号の生年月日を新患患者の生年月日に変更したのち、レントゲンに連絡
・申込書の再利用を考える。（患者情報が記入されている。これらを集めると大変な量の情報とな
し登録をやり直した。
りえる）
患者同士の車椅子が当たったことにより口論となり、互いに殴った。ナースが発見した。
患者に関する査定の問題 患者の適性なベッドコントロールの問題
トラブルを回避する環境を整えていくよう留意する
患者AB(○○○○ ひ○○)さんへ、お見舞いに来られた方より「○○○○ さ○○」さんの部屋番 ・お見舞いに来られた方も、患者さんの名前の読み方を間違って覚えていた。 ・病棟の看護師さ ・状況判断をしないで、確認して答えるようにする。 ・複数の情報をキャッチして、総合的に判断し
号を尋ねられた。入院患者一覧をみるも該当者なし。医事係確認するも該当者なし。そこで「入院 んも「手術のあった患者さん」と聞いて、名前の呼び方まで確認せず、返答してしまった。
することも必要。
されておりません」と答えると、「2、3日前に手術したはずだ」といわれた。患者で「A」さんはひとり
だったため病棟確認したところ「△号室に入院しています」という。病棟、医事係をもう一度確認し
たところ「ひ○○」さんが正解であった。お見舞いに来られた方も、病棟も「さ○○」さんだと勘違い
していた。その後その人をご案内した。
患者入室後、輸血伝票と冷蔵庫の輸血本数を確認したら本数が違っていた。実際より２パック多 病棟看護師からの申し送りの時に準備された血液があるということだけ申し送りを受け、本数、伝 輸血の申し送りは伝票で行う。申し送り内容と準備輸血を必ず照合する。
かった。
票による申し送りをしなかった。
患者入眠中だったため、後刻配薬する予定で配薬カートに置いていたが、確認ミスにより配薬漏 マニュアルの遵守ができなかった。
マニュアルの遵守
れ。
患者入浴中本日ルート交換日にて、スタッフルームで点滴のルート交換していると、フルカリックの 点滴の混注時に順序通りに点滴を混注しなかったことが原因ではないかと推測する。確認不足、 袋にも大きく書いてあるように順序どおり混合することを徹底する。点滴使用前に最終確認を怠ら
ストッパーがおっておらず、小室が貫通していないことに気がつく。CVカテよりでフルカリック３号を 注意不足もあったのではないかと推測する。
ないようにする。
0時更新２４時間持続点滴中である患者さんので点滴あり、気がついたのが１３時頃と半量ほど
入った時点で気がついたため、その時点でストッパーをはずし、薬液混注する。患者の状態に変
化は見られない。
患者背景は２日前よりオキシコンチン内服開始となり、眠気と疼痛の訴えが頻回に続き、ナース 不穏が強いことにより、どんな危険が起きうるのか細部までアセスメントをする必要があった。バ バルーン接続部外れに気づいた直後に、アルコール綿にて接続部を消毒し、再接続した。その
コールも頻回である。○/22 20:30に患者がベットに臥床しているのをしっかり確認し、退室した
ルーン接続部にテープ固定をしていなかった。
後、深夜担当者への申し送りで、接続部が外れた時点で再挿入すべきだったことに気づいた。今
が、１５分後、眠前薬内服介助のため訪室すると、ベット上、正座をしており、ベッド柵にバルーン
後はより清潔に保つためにどうしたらよいか念頭に置きながら仕事をするよう努める。ルートに関
カテーテルのルートが引っかかってしまい、患者の動きと相重なって接続部が外れてしまってい
しては不穏が強く、動きも予測することが困難な患者ならば、ルートを長めにとって短いことによる
た。
牽引を防いだり、また接続部が外れないよう、テープで固定するなど工夫をする。
患者病棟移動時に経管栄養剤の量とインスリンの指示が変更してあることについて家族へ指導し 入院目的は胃ろう部の炎症と胃ろう交換であったが、糖尿病でインスリンを施行していた。そのた 師長へ、カンファランスの運営について検討していただくこととした。
ていないことを移動先の看護師へ伝達していなかった。そのため、移動先の病棟で退院が決まっ め糖尿病コントロールの必要性が発生。外科の医師が主治医であったが、糖尿病に関しては内
た時、家族より指摘されるまで気がつかなかった。移動前の病棟へ問い合わせたところ、なぜ変 科医師が関わっており、看護師への情報伝達が不十分であった。また、看護師も患者の病態の把
更になったか把握しておらず、退院指導時に家族から苦情あり。医師、看護師で家族へ説明。入 握に関して曖昧であった。また、この事実を担当病棟の師長へ報告してなった。基本的な報告・連
院期間が予定を超過してしまったが退院指導を充分理解して退院をすることができた。
絡・相談の姿勢が希薄と思われる。
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具体的内容
患者本人が、便の検体（２日分）を外来に届けた。看護師がラベル発行をし検体に貼り、検体搬送
用の容器に入れたまま忘れてしまった。次の日、患者様が結果を聞きに受診したが、カルテ見の
ときにも結果が出ていないことに気付かず、又当日主治医が不在で代わりの医師も結果を見ずに
来週に受診するように話した。再受診時カルテ見の時に結果が出てなかったため、搬送用の容器
を確認したところ、検体を発見した。すぐに検査室へ届けたが、日数が過ぎているため検査はでき
なかった。
患者本人が「トイレに行く」と、ベット柵を乗り越え、床に倒れてしまった。疼痛の訴えはなかった。
その後も日常生活に支障なく、過ごしている。
患者本人がバルンカテーテルをひっぱり抜いてしまった。ＪＣＳ２、体幹抑制のみしていた。抗血小
板薬内服中。
患者本人が胃チューブを抜去した。
患者本人が坐薬を挿入するとのことで渡したが、解けたので交換してほしいとナースコールあり、
確認すると溶解しており使用困難な状態にて交換する。
患者本人よりナースコールあり、訪室するとベッドの横に座り込んでところを発見。打撲痛なし。バ
イタルサイン問題なし。意識レベルクリア。当直医師に報告し、様子観察となる。患者はお茶を飲
もうとして滑った模様。
患者本人よりナースコールあり。訪室すると、ベッド上端座位になっており、リモート、点滴ルートち
ぎれている。床やパジャマに血液汚染点々とあった。イノバン、ドブトレックス、オリベスｋ使用して
いたため、アンギオ再挿入。バイタル測定し、医師に報告した。
患者本人よりナースコールがあって訪室した看護師が、ベッドサイドのポータブルトイレが倒れて
いて、患者が不在であるのを発見した。患者はトイレにいて、話を聞くと、ポータブルトイレを使用
中に後ろ向きに頭から倒れたとのことだが、どのようにたおれたのか、具体的には不明。

背景・要因
改善策
外来が忙しく、助手も休憩に入っていたため、頼むことができなかった。検体搬送用の入れ物に入 検体がでたときは、場所を決めて置くようにする。一日の最後は、容器の中を確認する。便の提出
れたまま忘れてしまった。検査室でもラベル発行し、検体提出の場合各部署に問い合わせること 先を外来から検査室窓口へ変更する予定となった。
になっているが、それもされなかった。

観察と確認が不十分であった。

外科当直医に報告。骨盤ＸーＰ・頭部ＣＴ施行、特に問題なし。頻回に訪室し、様子観察をする。訪
室時、入眠中でも定期的にトイレ誘導を行うようにする。
ＪＣＳ２（不穏）だったので、いつ管を抜いてもおかしくない状況であった。バルンカテーテルの必要 抑制を強化するか、バルンカテーテルを先に抜いておくとよかった。
性は本人は理解できない意識レベルであった。
観察不足
理解力が少ない患者には訪室するたびに説明を繰り返すよう指導
患者の薬に対する知識、情報を与える。。
患者に薬の内容、性質を説明し挿入もきちんとできているか確認し、空容器もきちんと確認する。
ベッド柵が３つ装着されていたが、足元の１ヶ所だけ装着していなかった。

患者自身による不可抗力。 物を取ったり、動いたりする時は（特に夜間）、ナースコールを使うよ
うに指導する。

精神的に不安定な状態であり、意味不明な言動がみられることあり。ラインに対する意識あまりな 夜間であったため、不眠時のオーダーレンドルミン内服試みるも、本人拒否。不隠時オーダーのセ
い様子で、点滴ラインを踏んだりしていることあった。
レネース使用するが入眠せず。患者の普段の様子より、危険行動予測すること出来たため、頻回
に訪室する必要があった。
ポータブルトイレが手すりがついておらず、安定がよくなかた。患者がスリッパを履いていた。患者 看護師は、患者の環境整備の際、安全や転倒防止についての観点から環境を整え、患者にも指
は睡眠剤を服用していた。上記３点について、看護師は何の介入も行っていなかった患者は、難 導する。安定性があり、手すりのついたポータブルトイレの導入。看護体制の見直し。看護師は、
聴はあるが理解力には問題がなく、転倒の危険性はあったが、他に危険な患者が多く、看護師が 転倒転落危険度に応じた看護を行い、必ず評価していく。
この患者の転倒防止対策を十分行っていなかった。現在の機能別看護体制であると、患者に対
する責任の所在が不明確になってしまう。
患者本人より聴取。時間は不明。トイレに行こうとして廊下歩行中に気分悪くなり座り込んだ。トイ ・観察不足 ・スリッパ発見時の対応の不備
・ＤＳＡ後に起こりうる症状の観察項目を知る
レへは入らず病室へ帰る。５時頃起床し右側頭部の腫脹と痛みに気づきナースコールする。スリッ
パの片方がトイレ前にあることを１：２０頃巡視時看護師が発見。本人より報告後バイタルサイン意
識レベルチェックし主治医に報告。２５日ＤＳＡ施行
患者本人より転倒したとの報告あり。トイレに行こうと車椅子に乗ろうとしたが車椅子が遠くにあ
車椅子をベッドより離れたところに置いていた。今までは移動時はナースコールがあったため、転 移動時は必ず看護師の監視下で行って頂くよう説明した。 ベッドサイドに車椅子を設置した。
り、２，３歩歩かないといけなく、何もつかまらずに歩いたら膝折れして左膝よりこけたとの事。外 倒、転落の危険性は考えていなかった。
傷、症状悪化なし。いつもはトイレ時にナースコールがあったが、今回は自分ひとりで頑張ってみ
ようとナースコールはしなかったとの事。
患者本人より点滴スタンドを持ちトイレ歩行したときに段差があり、その段差にスタンドの車輪が スタンドの安定性がない。トイレに行くために段差がある。
補液１５００ｍｌ施行されており、残量が１４時時点で１０００ｍｌ程あったため、不安定な状態になっ
突っかかりスタンドが倒れ、それにつれて転倒したことを伝えられる。すでに他ＮＳが本人より話を
たと考えられる。スタンドの安定性を考え、注意していく必要があった。
聞いており、スタンドを下の部分が安定したものに変更してくれていた。
患者本人を排尿誘導時、ポータブルトイレに座らせるため、下着を下げるようと本人がしたところ、 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
歩行が不自由な患者なので、立つときや、かがむときは看護者が常に支えるようにする。 ポータ
ふらついてポータブルトイレの横の床頭台に臀部をぶつけてしまい、看護者が急いで支えようとす
ブルトイレの近くには、他の物を置かないようにする。
るも、間に合わず、臀部を表皮剥離させてしまった。 創部より出血みられるため、消毒をし、軟
膏塗布を行い、ガーゼ保護した。
患者名のみの入力で朝昼夕の印字を忘れた
用法入力したと思い込んでいた。
最終的に処方箋と分包薬を確認してから監査へ
患者名の手入力ミス。
確認不足。時間に追われ慌てていた。
変更時も鑑査の目を加え、確認を行っていく。
患者名の入力ミス 監査ミス
チェックの仕組みの問題点
ダブルチェック、確認の徹底
患者容態の悪化：肺炎で来院した患者に対し医師から出た酸素吸入、喀痰吸引採取等の指示を 業務、労働体制上の問題点：近くに他の看護師がいたにも関わらず、自分が持ち場を離れること 当たり前のようにチーム医療を行っていれば（実際は診察した医師が様子を確認し、対応していた
一人で対応しようとして、その場に無かった物品を取りに持ち場を離れ、患者の容態が悪化してい を誰にも知らせなかった。
が）問題にならなかったケース。
た。
患者２名より、本日の採血結果を欲しいといわれ２枚同時に出力し２枚１度に渡そうとしていた。１ 一度に２名の患者のデータを持って、なお処置を行ったこと。確認が不十分だったこと。
確認を十分にする。特に渡す前はもう一度必ず確認する。他患のデータを持ったまま（簡単でも）
名のところで結果を渡し、数分で終わる処置も同時に実施（メドマー）その時床頭台の上に他患の
処置は行わない。
結果を置いて処置を行った。はじめに結果を渡した患者も、その上に結果の紙を置き看護師が退
室する際確認不十分で上に置かれた結果をもち、他患のところで渡してしまい、２名に別々の結果
を渡してしまった。
患者４名分の主食（粥）がなかった。さらに副食がない患者様もいた。
配膳車を出す前の確認がされていなかった。
配膳車を出す前に最後確認確認を徹底して行う
患者Ａから床が水浸しになっているから見てくださいと報告を受ける。訪室すると、Ａ患者とＢ患者 Ｂ患者がトイレに行くのが間に合わなかった。朝の５：１０の巡視の際は何もなかったが、寒くなっ 排尿は、トイレで済ませるよう説明し、放尿したことによって転倒の危険性もあるので必ずトイレに
のベットの間と部屋の中央部の床が尿で濡れていた。Ｂ患者のベット下から濡れた赤いズボンが てきたので少し早めにトイレ誘導の声かけをすべきであった。
行くよう協力を得る。
あり、ご本人は、下半身裸のままで眠っていた。「おしっこは、トイレでして下さいね」といったら、は
いとおっしゃった。床はすぐに清掃、消毒し部屋の換気を行う。
Ａ患者が右眉部周囲を出血し、看室に来られる。右眉部２．５ｃｍ切傷を認めた。薬効のためか、Ａ 眠前薬服用後、同室患者の独語、体動が激しく、Ａ様が中途覚醒し、追加で不眠時の薬を服薬し 頻回の巡回をする。
患者に転倒、転落の有無を確認しても不明であった。自室ベットを確認すると左フレーム周囲に血 ている。その後、１：３０には、ベット下に全裸で臥床するなど奇異な行動がみられた。このときに、
痕がある。創部確認の上、当直医に報告。
ベット柵を増やしたり、入眠の確認、再確認が必要であった。
Ａ患者の薬を飲んでいただいた後、次の患者に移ろうとした時､Ａ患者が何かを服の中に隠すのを 拒薬傾向のある患者であった。飲み込んだか口の中を確認してから次の患者に移るべきであっ ＮＳが服薬の確認をして、次の患者に与薬するよう徹底する。
見た。本人のところに行き、上着の中を見たら錠剤１Ｔが出てきた。ズボンの中から錠剤１Ｔと顆粒 た。
の薬が濡れて丸くなっているのが出てきた。口の中に入れていた薬を出して隠した様子。半分解
けかかっていた。その後、「今日は飲みませんよ」と大声で言ってなかなか飲まなかった。
Ａ氏は本日外出され、予定していた点滴を１本のみ行い外出後残りの点滴をする予定であった。 思い込み
確認マニュアルの遵守
点滴２本目は外出するまで入っていたが、途中血管痛を訴えサーフロを抜去し、外出へ。その後
外出より帰室し午後の鉄剤の点滴を行うのと同時に２本目も接続する。２本目の点滴が冷蔵庫に
入っていたのだが他のＢ氏（同姓）の点滴を指示板の確認もせず、Ａ氏につなげる時も確認せず
点滴を開始してしまった。後１５分後Ａ患者様より「名前が違います」と指摘され、他の看護師が発
見する。患者様の様子は特に変化なく主治医にすぐに報告し、看護師（当事者）も病室に行き患者
様へ謝罪する。
患者が、トイレの前で車椅子と共に転倒されていた。
観察不足
きちんと観察する
患者が、食堂にあるごみ箱を素手であさっていた。不潔なことと、何が入っているかわからないゴミ 他患者が使用したタバコの空箱を探していたとのこと。観察が不十分だった。
清潔･不潔に関して説明し、理解が得られないようであればその都度対応する。
箱に直接手を入れるのはよくないので止めるよう伝え、制止する。すると、すぐに患者様は、あさる
のをやめた。
患者が、人に衝突しそうな勢いで自室へ向かった。２０：３０にも走って洗面所へ、２０：５０にも再三 後を追って、走る理由を聞くと、「明日の風呂の準備をしているんですよ」とおっしゃる。危険なこと 落ち着いて行動するよう説明する。
の注意も聞き入れず走って自室へ向かった。体を丸めて前に転びそうな走り方だった。
を話しても全く話を聞く様子はなかった。
患者が、西口からホールへと小走りで移動中、廊下にいた看護師の背後からぶつかり右側位で転 移動場所に看護師が立ち止まっていたから障害物となった。
廊下にいる時も必ず周囲の状況を観察し自分が障害物とならないように気を配る。
倒。外傷ないがびっくりした様子で立ち上がれない。５分後には立位になり歩行する。１５分後には
小走りで移動している。
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具体的内容
背景・要因
改善策
患者が、脱衣場で足ふきマットにつまずき、倒れそうになった。
観察不足
足ふきマットを布ガムテープで固定する
患者が、歩行中に３歩ほど後ろに下がりながら転ぶ。後頭部に腫と出血が少量確認される。消毒 日ごろからふらつきがみられ、目配りをしていたが、転倒を防げなかった。１９時に自床で熟睡して 睡眠パターンを把握して定時巡視以外の巡視観察を行う。
と絆創膏の処置をＮＳに受ける。
いるのを確認しているため、患者の寝起き直後の転倒と思われる。
患者が、夜間、薬を口に含んだままトイレに入り鍵を閉め、すぐにトイレの水を流した。５、６秒のこ その場で飲むように声かけしたが駆け足でトイレに入り防げなかった。この患者は、拒薬傾向があ 拒薬傾向がある患者なので職員の認識を強め、服薬確認をしていく。
とで排尿した様子は無く、薬をトイレに流したと思われる。
る。
患者が１８時３０分にナースコールする。対応した日勤の看護師から食事が終わったそうですと伝 インスリン表に中止の期間を記載していたが、見えていなかった。 注射でなく内服で経過をみて インスリン表がわかりやすいように指示の終わったものなどを整理する。 確認するときに日付も
達され、インスリン注射のためのコールと思った。日勤の看護師と２人でインスリンの単位を確認 いるということを知らなかった。 インスリン表を一つ一つ確認していない。
確認する。 担当の看護師に確認してケアを行う。
する。患者へインスリン注射を施行した。その後、患者担当の準夜の看護師からインスリン注射を
中止して内服開始していることを知らされる。２ｈ後の血糖測定をしてから医師へ報告し、その後経
過を観察した。低血糖症状等はなかった。
患者が１人で起立訓練のために交互補助器を準備した。ベッドから降りようとして右側に体重がか ３ヶ月前に左大腿骨離断術を施行したため片足のみでバランスが取れない。数回の手術を受け １人で訓練をするのは危険であることを説明し、看護師が付き添う。 看護師がどこまでＡＤＬが出
かりバランスを失ってベッド下に落ちた。個室のためオーイオーイと叫んだが誰にも聞こえず５分 体力が落ち右下肢や両上肢の筋力低下を認める。 高齢である。 自身のＡＤＬの状況認識が不 来るか観察し、一緒に目標を立て一つすつ課題を達成していく。
位して看護師が気付く。看護師２人でベッドに抱え上げる。右下肢に擦過傷あり。
足している。
患者がIVHルートを自己抜去してしまい、家人が看護師を呼びにNsステーションに来たが、誰もい 10分くらいの休憩なら大丈夫だろうというあまい考えがあり、夜勤者全員で休憩に入ってしまった。 交換休憩の徹底。ナースコール等、備品のチェック。
なかった。（病室にナースコールがなかった）家人が休憩室に看護師を呼びに来た。
患者がイスに座ろうとしたら、イスがなくしりもちをついた。
観察不足
いすを確認して座ってもらうようにする。声かけをしていく
患者がエレベーターホールまで離棟しているのを発見する。
観察不足
きちんと確認する
患者がコップに水を入れ、それを飲みながら廊下を歩いていた。昼食前で、多くの他患者様も廊下 他病棟から移られてきたばかりの患者様で、当病棟の安全管理について説明が不十分だった。 一度に多くの注意を与えても混乱するので、飲み歩きなどの危険な行動はその都度説明する。
を歩いていたため、水がこぼれたら、転倒する危険もあった。
患者がゴミ箱の外に捨ててあるコーヒーの空瓶の中からコーヒーの残りを取り出そうとしていると すぐに駆けつけたものの素早くて制止することができなかった。ゴミ箱にちゃんと捨てられていな ゴミ箱の周りに置いてあるものは、すぐに処分する。
他患者から報告があった。行って見るとすでにポットのお湯を入れ、自席にてにこにこして座って かった。
いた。
患者がズボンの中に両手を入れたまま歩いているので躓いて転ぶ危険性があるため何度か注意 観察が不十分であった。
加齢とともに瞬発力も衰えていくため、いつでも対処できる行動をとるよう説明し、その都度声かけ
した。
していく。
患者がソファに座っている他患者様に拳を上げ足蹴する。
蹴った患者は、１９時頃から蹴られた患者に、大声を出しながら付きまとわれ、部屋まで追いまわ 付きまとっていた患者は別の患者にも同様の行為をしている。つきまとわれている患者がイライラ
されていた。そのため、腹が立ち制御できなくなった様子。観察が不十分だった。
を爆発させないよう観察をする。
患者がソファに座って足を投げ出していた。別の患者がその足につまづいたて転びそうになり床に 転ぶスピードが速く、対処できなかった。
時々ソファで足を投げ出して座っている患者を見かけるが気づいた時は職員がその都度声かけす
手をついた。
る。
患者がトイレから水をいっぱいに入れたコップを持って来られる。足元が不安定で、水を零す恐れ どこへ行くにもコップを手に持ち歩行されているのを見かける。転倒の危険に対する説明が不十 水の入っているコップを持っていると他患者様と衝突して、水がこぼれ転倒の原因となり得ること
があるため、注意する。転倒防止や衛生管理のため病室内への飲み物などの持ち込みは禁止さ 分であった。
を説明し、理解を得る。
れていることを伝え、水を捨てさせていただく。
患者がトイレで排泄し車イスに戻った時に、ちり紙がトイレ左側に落ちているのに気付き片付けよ 説明不足。
夜間のトイレ動作のとき、ナースコールを押すように説明する。車イスのブレーキを必ず確認する
うとしたところ、車イスの左側のブレーキが半分しかかかっておらず、車イスが後ろにずれ、自分は
ように声掛けをする。
少し前のめりになって左ひざを床についてしまったところを発見。
患者がトイレに行く途中、ふらつきありそのまますべって座った感じとなり転倒
Lkの患者様であり、疼痛スケール3、MSコンチン30ｍｇ４錠分2で内服中。ふらつきある時があっ 病状の進行により、ＡＤＬ低下が進行しつつあったが、患者は「出来るので良いです。」と拒否する
た。
傾向にあった。病状の受容が否認の時期にあり、看護師も無理に援助をすすめにくかった。
患者がトイレに行こうとしたところ転倒し、下顎部を負傷される。創は約１ｃｍの裂傷。
ヘッドギア着用されているが顎までは守られていなかったので負傷したと思われる。
夜間、薄暗い中、眠剤の影響があってかトイレに行こうとして廊下で転倒。オムツを着用か、適時
排尿確認と覚醒時のトイレ誘導をすれば防げると思われる。
患者がトイレに行こうとしたところ転倒し、左眼瞼部に負傷される。創は約５ｍｍの裂傷。
過飲水により夜間の排尿も多く、また、眠剤服用によりふらついて転倒したと思われる。この患者 消灯前に水をのむのを控えるよう話をしても理解が得られない。夜間時間を努めてトイレ誘導す
はオムツの使用を拒否している。
る。
患者がトイレの前で車椅子から尻餅をついている所を発見。立とうとしたところ足をすべらせて尻 A様の近くにいたスタッフが、他患者のＮ－Ｃの対応でそばを離れたときに自分でトイレに行こうと 意見行動をおこす可能性がある患者様が多く、最近危険行動がない患者の観察が「大丈夫だろ
餅をついたと話す。患者の状況変化無し。
して行動した． 患者をホールに一人にしてそばを離れた。
う」という勝手な判断でおろそかになっていた。 業務で各スタッフが行動していたが、患者がな
ぜホールにいるか、いつまでいて次にどうするかなど、患者と話しをしていないのではないか？患
者のおかれている状況、気持ちを気配りするように関わって欲しい。 夜勤帯は少ない人数で患
者様の安全を確保しなけれならなく、業務の内容に看視の比重が大きく成っていると思う。どんな
状況であれ事故を引き起こさないよう最善の努力をして行かなければならない。
患者がトイレ入口で転倒した。
普段ウォーカーを使用しいているが、今回は食堂に忘れて自力歩行されてしまった。
必ず声かけをしてウォーカーを使用するよう促す。なぜ使用しないのか理由を聞く
患者がナースコールのヘッド部分を引きちぎってしまう。
前夜から頻繁にコールをされるので体には特に異常がないことを確認し、声かけと見守りをしてい 十分な観察と早めのナースコールの徹底を考える
たが、朝食後職員が、他患者を介助していて目が行き届かなかった。
患者がナースセンターへ来られ、トイレで転倒したと言われた
観察不足
きちんと観察する
患者がプレメデ無しで入室となった。入室後、研修医より「硫アトを打ちます」と言われ、吸ったあと 研修医の確認が不十分であった。 看護師も確認を行ったにもかかわらず、注射器で吸った状態 研修医に注射の確認は吸う前吸った後施注する前に必ずアンプルを見て確認を行うように指導す
の注射器を見せられた。目で確認後研修医が静注した。手術が終了する直前に返納薬を用意し の物を確認した為、十分な確認が行われていなかった。 ２種類の薬剤が同じ袋に入っていた。 る。 看護師間でも医師の確認が不十分であればお互いに注意しあうようにする。
ようとしたら、アンプルが足りなかった。他の医師にも確認を行うが、わからないとの事。硫アトを静
注した研修医に確認すると誤注に始めて気がついた。
患者がベッドからずり落ちそうになっていた
徐々に行動範囲が広くなって
スタッフコールの指導徹底
患者がベッドサイドのポータブルトイレに移動しようとしたところ、ラインが何かに引っ掛かり静脈留 観察不足
点滴の固定をしっかり行う。 移動時はナースコールをして頂く。 移動時のラインの取り扱いに付
置針が抜けてしまったとナースコールがあった。
いて説明する。
患者がベットサイドの床に座り込んでいるのを発見する。「立てなくなった。腰を打った。」と言うが 観察が不十分であった。覚醒したらＮＳの目の届くところで車椅子に乗車していただくようにすべき 移動する際はＮＳに伝えるよう、その都度説明する。頻回の観察とＡＤＬをどのようにしていくか、カ
膨脹は見られない。
であった。
ンファレンスで検討する。スリッパなので履物を変えていただけるか検討する。
患者がベットでバランスをくずし転落された
観察不足
きちんと観察する
患者がベッドへ座ろうとする時、よそ見をしていたので、つまずき、転到しそうになる。その際、脇を 観察の不足
患者の能力にかかわらず、転到の可能性が高い患者は安全なところに到着するまで注意を促
支えたが膝がしら着いた状態となる。 その後、膝など痛みが出現する事などがあれば言ってもら
す。
えますかと説明。
患者がベッド右の足元側より滑るようにして床へ降り、座った状態で隣のベッドまで移動し「水が飲 ベッド柵を４本使用していなかった。床頭台に水を準備していなかった為患者を不安にさせてし
必要な患者にはベッド柵を４本使用して安全に努める。身体的側面だけでなく、心理的側面に対
みたい」と興奮した口調で隣の患者に訴えた模様。隣の患者よりナースコールがあり発見。ベッド まった。
する援助も必要であることを認識する。
柵は左側２本右側１本であった。
患者がベッド柵（ひもで固定）を外し、ベッドから落ちたのかずれ落ちたのか不明であるが、廊下の ベッドからまさか転落するとは思わなかった。 ひもで固定していたベッド柵を外してまでベッドから 頻回の訪室 ベッド柵の固定をしっかりする
真ん中まででており、うつぶせ状態で寝ていた。
降り？落ちるとは思わなかった。
患者がベット上で布団を抱えて体を二つ折りにして眠っていた。胸が圧迫されるのではないかと思 時々このような姿勢を見かける。観察が不十分だった。
その都度声かけし、注意を促す。
い、患者を起こして、臥床していただく。
患者がホールで倒れているところを発見する。
観察が不十分だった。かかとを上げて歩かれる患者様なので転倒の危険はいつもあった。
履き物を検討する。
患者がポケットに手を入れ、歩いていた。私と目が合うと患者は目をそらし、いつもと様子が違って 患者は、ライターを病棟でＮＳにもらった話す。病棟で確認すると、喫煙室のライターを取り替え
通常ライターは職員が交換する。患者様に渡すと事故につながることもあるので、職員が交換す
いた。そのため、ポケットに何が入っているか尋ねると患者がライター１個と吸いかけの煙草をポ る、と患者が言うので渡したとのことだった。
るよう徹底する。
ケットから出す。
患者から、「明日の薬を下さい」と要求がありましたが、今日は渡さなくてよい日だ(実際は渡さなけ スタッフの思い込み
カレンダーなどによる確認
ればならなかった。）と思い込み説明し、渡さなかったが、翌日投投薬忘れであったことを気づき自
宅へ届ける。
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具体的内容
患者からトイレで転んで前歯がぐらついていると報告を受ける。ＮＳに報告する。

背景・要因
改善策
前日も車椅子移乗のときにふらつきがあったので注意していたが不十分だった。目配り、気配りが 要観察を申し送り、指導する。
不足していた。
患者からトイレに薬が落ちていると報告あり。介助者用トイレの便器のそこに６－７錠ほどの錠剤 確認が不十分だった
病棟患者全体に対し服薬を確実に行うように呼びかけをし、服薬介助者は服薬確認と自己管理
がとけかかった状態で落ちている。与薬介助者は服薬を確認しているため、薬の自己管理者が捨
者の病状の観察を行う。
てたと考えられる。
患者からナースコールがあり訪室するとベッドサイドにて倒れていた．靴下をはいていて足が滑っ その日は発熱しており（３８度代）動作が普段より緩慢であった．足背運動を行うと麻痺レベルー１ 発熱していることもあり，動作が緩慢であることをアセスメントし，トイレ時はコールを押してもらう等
たと．
であり立位保持不完全．現在リハビリにて歩行練習を行っている状況である．普段は自己にて
の説明をしっかりと行う．
ベッドから車椅子への移乗スムーズに行えている．
患者からのナースコールで訪床すると腎ろうカテーテルが抜去されていた。５時の巡回時には抜 観察不足
頻回に訪床しラインの確認を行う。 ラインが抜けないように固定をしっかり行う。
去されておらず尿量の増加もあった。患者もいつ抜けたのか気づかなかった。医師に報告し、すぐ
に再挿入された。
患者からのナースコールで訪床すると着替えをロッカーから取り、ベッドに戻る途中で転倒してし 観察不足
トイレや病室外に出る時は歩行器を使用していたが病室内も歩行器を使用するように説明した。
まったと訴えがあった。外傷はなかったが元々の腰痛が増強したとのことであった。
腰痛がひどい時は無理に動かずナースコールするように説明した。
患者から錠剤２Tが洗面台に落ちていたと報告あり。溶解しかかっていたため薬剤の判別ができ 与薬時の観察が不十分であった。また、自己管理者への指導も不十分であった。
与薬時は必ずNSの目の前で飲んでもらい、また必ずのみ終わったかを確認する。自己管理の患
ない。
者には飲み残しがないか助言する。
患者から睡眠剤を請求されたので不眠時のハルシオンを与薬した。その後、定時の薬にソラナッ 確認不足
睡眠導入剤を希望された時点で定時に与薬する内容を確認する。
クスがあることに気付いた。既にハルシオンを服用したために中止したほうがよいと考えてソラナッ
クスを中止した。
患者から男子トイレの床に便があると報告を受ける。確認に行くと、トイレのドアを開けたすぐのと 観察が不十分だった。以前にも同様の事が見られたが、誰の行為かわからず、対応が出来な
最近、このようなことが再び起こっている。注意して怪我や感染がないようにしたい。誰の行為か
ころに汚物があった。泥のような便であり、トイレに足を踏み入れたとたん、すべる可能性もあっ
かった。
わからないため、本人に注意することはできないので、汚物を見つけたら職員に報告するよう、患
た。清掃消毒し、危険および不潔行為のためすぐにＮＳに報告する。
者に全体に説明する。
患者がリハビリ室内で移動中､スリッパが脱げて転倒した。
患者への周知不足
スリッパだけではなく靴の使用を徹底する。
患者が椅子に腰をかける際に、後方への転到を防ぐ為に、後方に注意をむけた時に前方へ転
観察の不足。
個々の動作がきちんと終えるまで十分な観察及び援助を行い、事故を未然に防ぐように、心がけ
到。 患者の同様も少なく信頼度も大きく損なわれていない。 患者様より、明日からもリハビリお
る。
願いしますとの事。
患者が一人でベッドから車椅子に移動しようとして車椅子のブレーキがかかっていなかったために 説明不足 観察不足
一人では移動しないように再度説明した。 頻回に訪床して声かけを多くしていく。
転落してしまった。仙骨部に切創が出来、出血した。
患者が右手に歯ブラシを持ち、口に入れ、左手で手すりにつかまりながらふらふらした状態で病室 歯ブラシを口に入れた状態で歩行していることは他患者にも見られる。歩行の際の危険について その都度説明、指導を行う。
から廊下に出てくる。
指導が不十分である。
患者が何か詰まらせている。この患者様がパンを盗食したと早番の看護助手から報告を受ける。 口腔内に食物はない。腹部圧追したり、背中のタッピングなどで対応するが回復が見られない。水 ＮＳの目がより届く席に移動する。
患者に声かけするとかすかに返答はあるがくちびる、顔面、指先にチアノーゼが広がっていて、苦 を８００ｃｃほど飲んだところ声を出し、チアノーゼが回復する。
しそうである。
患者が階段を下りている際、上ってきた別の患者様と接触し、その弾みで２、３段上から足を踏み 患者は、歩き方がやや跛行気味であるため、階段の昇降には、ＮＳの観察が必要であった。
注意深い観察を実行する。
外して転落した。右頬、両膝圧痛あり、切傷なし。
患者が外出したまま戻らず、無断離院した。精神科であるため、外から病棟に戻る際、危険物など 外出時、持ち物のチェックをしておくべきだった。
持ち物の確認と服装の確認をしっかり行う。
がないか持ち物の点検をさせていただいている。今回も帰院時、持ち物チェックを行ったらバック
の中に下着、シェーバー、タオル、洗面用具、靴下など、外出だけなら必要のないものまで入って
いた。
患者が外出する際、いつ戻るのかを聞かず、お昼の薬を持たすのを忘れた。渡し忘れに気づいた 病棟に配属されて日が浅く、教育・訓練が不十分だった。
新入職員、病棟に新規配属された職員に対して、教育・訓練をきちんとする。
ときは遅く、上司に報告。薬は薬局に返却した。
患者が起床後、ホールを歩いている際、右ポケットに携帯電話らしきものが入っているのを当直者 この患者は、職員とのトラブルが多く、転入してきた患者であった。権利、プライバシーなどについ 持ち物チェックは状況に応じて対応した為、行わないと決定されたと思うが、危険物を持ち込むこ
4名ともに確認する。○／２に外出していて戻ってきた際、持ち込んだものと考えられる。
て主張が強く、持ち物チェックはしなくてもよいとの申し送りがあったため、確認をせず気づかな
ともあるのでチェックが必要と考えられる。
かった。観察不足であった。
患者が喫煙室でメモ用紙に葉を巻いたものに火をつけ吸っているところを発見。
観察が不十分であった。
患者の言動、表情の観察を十分に行い、紙に火をつけることに対する危険について説明、指導す
る。小遣いの使い方について検討。タバコ代を増やすために節約できるものについて話し合う。
患者が急に意識レベルが下がり、他科受診の往診を兼ねて主治医が来棟していたため医師に状 他科ではあったが内科で同医師が診ており、ほぼ同じ時刻に他科受診として診察していたため、
況を伝えた。ベッドサイドで患者を診療後「電解質が狂ったのかもしれないから採血とって」と言わ 混乱してしまった。患者の急変と重なりあわてていた。ベッドサイドでＤｒより採血とってと言われ、
れ、いったん詰所へ戻った。その後リーダーよりスピッツを渡され患者のものと思い込み、採血の 詰所に戻ってすぐに渡されたスピッツだったので思い込んでしまった。
準備をした。その直後医師からスピッツ用ラベルを渡され採血が増えたのだと思い込みスピッツを
準備して訪室、採血を行い助手さんに依頼しすぐ検体をおろした。リーダーより指示のダブル
チェックをするよう言われ、確認したときに渡されたスピッツは他患の者であったと気づき、あらた
めてその患者様より採血を行った。この患者は他科受診で同医師の診察を受けていた患者様で
あった。検査室へ連絡し、ＳＲＬの採血だったため検査結果は出ていず内容説明し検体を変更して
もらうこととなった。
患者が靴をはこうと扉にもたれかかったところ扉が開き転倒された
靴がはきにくかった
患者が検査後に目の下がピクつくと言われたので、主治医から口頭でアタラックスＰを注射するよ 確認不足
うに指示を受けた。入力は後で行うからと言われ、アタラックスＰを急いで筋注した。しかし、後で指
示シートを確認したところアタラックスＰは静注の指示であった。
患者が今使っているハンカチは汚れているから、妹からハンカチが送られてきたと言って見せに来 クリーニングに出さずに手洗いしていたとのこと。説明が不十分であった。
る。声かけして「今もっているハンカチ」を見せてもらうと、真っ黒に汚れた状態であった。
患者が使用されているポータブルトイレに白い錠剤が1錠落ちているのを発見する。落ちていた薬 昼薬は２名で服薬確認をしたが、確実に服薬されたか口を開けていただいて確認すべきであっ
が朝薬か、昼薬か判断できない。患者に問うと「知らない」とのこと。
た。
患者が歯ブラシと石鹸をコンビニに買いに行く。この患者は糖尿病であるため昼食前ということも 出発前の説明が理解さていない様子。買い物時その都度説明を行い、糖尿病に対する認識を少
あり、お茶を勧める。また、パンなどは食べないように声かけする。戻られた際、危険物などを買わ しでも持っていただくよう対応しているが理解が得られていない。
なかったか残金とレシートを確認させていただくと、一応一致はしていた。しかし、ロールカステラ１
／２本を持ち帰られる。半分はコンビニで食べたとのこと。
患者が歯ブラシを銜え、看室の前で立ったままで「トイレットペーパー下さい。」と話される。
転倒時の危険性について指導が不十分だった。
患者が歯磨きをしながら片手にコップを持って歩行されているところを発見する。洗面所に向かっ
ていた。
患者が自室から出てきて廊下を歩いていると巡視中の職員と出会う。手には血のついたティシュ
ペーパーを持っている。頭から首にかけて数本の血が流れ出た。血痕がこびりついていて確認す
ると後頭部に約１．５ｍｍ×０．５の表皮剥離があり、これからの出血であった。当直Ｄｒに報告し、
指示をいただく。バイタルその他異常なく処置後様子を見る。
患者が自室から走って流しの方へ行った。イヤホンをして手にはＣＤプレーヤーを持っていたので
危ない姿勢であった。転倒の危険を感じ、走らないよう促す。

指導が不十分であった。

採血時には必ずラベルを確認する。

患者にあった靴等を使用してもらう
口頭指示は緊急の場合以外は受けない。やむを得ず口頭指示を受ける時は復唱をしてから行
う。投与方法も必ず確認する。
感染の原因にもなるので必ずクリーニングに出すよう説明する。汚れているハンカチは本人に説
明し、納得の上、廃棄させていただく。
服薬確認を徹底する。
糖尿病であり再度説明する。持ち帰った食べ物については賞味期限などのこともあり保管なども
問題である。患者様の了解のもと処分する。
他患者にも同様の行為が見られる。転倒時、歯ブラシを銜えたままだと、のどに突き刺さる恐れも
あるので、危険性について説明、注意し、指導する。
転倒したら、怪我につながると考え、歩行中の歯磨きはやめるよう伝える。

この患者はよく転倒される。そのため、定期的に巡視を行い様子を見ていたが観察が不十分だっ 夜間の頻回な巡視、観察、観察室での状態観察、Ｄｒへの状態報告を行う。
た。部屋が看室から一番遠いところにある。
普段、歩行が少々つらそうな患者様であった。観察が不十分だった。
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転倒の危険性や転倒した時のリスク等を話し、危険に対処できる行動をするよう説明する。

6130
6131
6132
6133
6134

具体的内容
背景・要因
患者が自床でリネン類を全て外し、荷物をまとめている。｢弟が迎えに来ているから」と幻聴、妄想 精神症状により幻聴、妄想がみられる。
活発でエスケープの危険がある。
患者が自分の床頭台の近くに白い錠剤が１錠落ちていたと、届けてくださる。薬は一度口に入れら 確認が不十分だった。
れたのか、溶けていた。汚れていたためいつの薬で誰のものか判別不可能であった。
患者が車イストイレ使用後、廊下を自走中に他の患者様がナースステーションに来室したため、 廊下を自走しているときからベッドへ戻るまで監視するべきだったがしなかった。
対応していると物音有。廊下に出てみると病室の前で座り込んでいる患者を発見した。突然立とう
として転倒したとのこと。
患者が車イスを押してトイレに行こうとしていたら汚物車が動き、それを止めようとしてバランスを キャスターも軽く動きやすい為、汚物車の置き場所を検討すべきだった。
失い座りこんでしまった。
患者が巡視中、ドアを開けて出てきた。そのため、患者を看室に誘導しようとした際、右頭部裂傷 観察が不十分だった
を発見。NSに報告する。
患者が小走りで自室から出て来られ、廊下に出て転倒される。発赤、疼痛、傷等はなかった。
微熱がありふらついたと思われる。

6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144

6145

6146

6147

6148
6149
6150

6151

6152

6153

6154
6155
6156
6157

6158

患者が床頭台の上の水を取ろうとして、ベット柵を外し転落する。 軽度の痛みあるも、大事に至ら 左麻痺のある方で、自力では右側臥位になれず、柵を外すとは思いもしなかった。
なかった。
患者が食事の為にホールへ出る際廊下を横切りふらついてしりもちをつき、その後左へ傾き床に 他の患者の家族の対応に気をとられ、患者が目に入らなかった。
横になった。
患者が食堂でおやつのパンと牛乳を摂取されていた。看護師がその場を離れた間に自己にて牛 最近、動ける思いも強くなったのか、ナースコールを使用せず、自己にて動こうとされることがあっ
乳瓶やパンの袋を片付けようと立ち上がり転倒。左大腿から腰にかけてぶつける。ＢＰ１３８／８２ たり、まてなさから看護師がすぐに行けないと、１人で動こうとされることがあった。看護師が、その
疼痛強く、病棟当直医、主治医に連絡す。
場を離れたため、転倒が起こってしまった。
患者が食堂で転倒されていた
観察不足
患者が食堂の椅子に座っている姿勢が右側に傾いていたので、真ん中に座りなおさせたが、数秒 患者本人の病状と、薬物の副作用によるためと考えられる。
後には再び右側に傾く。転倒の危険性を感じ、両サイドに椅子を置き、転倒を防ぎ、主治医に連
絡。MRIの指示あり。
患者が睡眠薬を内服されており、ポータブルトイレに移動しようとし、膝おれ様に転倒されていた。 睡眠薬を内服されていたのに、排尿リズムを把握できておらず、訪室を怠ってしまった。

改善策
表情、行動の観察を密に行い出入り口のモニターチェック。患者本人と対話を持つ。精神症状に
ついては主治医へ報告し対応する。
ホールで服薬を行っているが、服薬確認、飲みこぼしの確認を徹底する。
自立レベルの患者であっても監視をする。
汚物車の置き場を検討すると共に、普段からリスクに対する視点をもっと強く持つよう心掛ける。
特に夜間の頻回な巡視と観察。チェック表にて睡眠状況を把握しＤｒに報告する。
患者観察を密にする。また、頻回に訪室し、見守る。患者の手をタオルでまいてもたせ安心感を与
え、様子観察とする。その後ふらつきながら部屋から出てきたのでＮＳが支え、自床まで何度かお
連れする。
ベット柵４個施行する。
患者の動きを予測し絶えず視野に入れ危険の可能性のある患者の行動に対応する必要がある。
看護師も、ゆっくりと付き添える時間に、おやつをたべてもらう。患者から目を離さない。再度患者
に１人で動かないよう声かけしていく。
きちんと観察する
今回は、観察を十分に行うことにより、転倒を未然に防げたので今後も、転倒の恐れのある患者
は特に十分な観察を行っていきたい。

以前に前の勤務者から最終排尿時間を確認し、眠っていても、声をかけ排尿介助をおこなえばよ
かった。ナースコールが手元にあってもぼーっとしておられたため、頻回の訪室が必要だった。
患者が洗髪室の中で転倒しているのを発見した。
観察不足
何度も転倒を繰り返すのでモジュールスタッフのみでなく病棟スタッフ全員に呼びかけ観察してい
く。
患者が洗面所に溜まっている残飯を拾って食べているのを発見する。ご本人には、捨ててある残 精神症状のため。患者は、「腹が減ったので食べた。」とおっしゃる。この患者は、紙なども口に入 食事の後、エプロン、コップなどを洗った後は、残飯類がないよう、掃除する。職員一人一人が注
飯類などは、汚いし、ばい菌もついているので口の中には入れないよう話す。
れてしまう。洗面所の残飯を置いたままにしてしまった。食後の清掃が不十分だった。
意して、観察する。
患者が他患者の首を腕で絞めていた。2人を引き離し、首を絞めていた患者に話を聞き、首を絞め 以前から首を絞められていた患者の調子がよくなく、他の患者にイラツキ等がみられていた。看護 躁状態にある患者の病状を理解し、起き得るトラブルを常に予測しながら対応をしていく。
られていた患者は今具合がよくないことを説明し、納得して貰う。
者がいないところでもトラブルがあったとのことなので、調子のよくない患者の観察を密に行なう必
要があった。
患者が体幹抑制をすり抜けて、ベッドから転落はせずに別の病室のところまで来て立っていた。本 体幹抑制はしっかりボタンはついていたが、その人の体型に合わせたしめ方に問題があった。体 体幹抑制をする時、ウエストに合わせてゆとりなくきっちり抑制行う。体幹抑制のボタンがしっかり
来はベッドで体幹抑制されているが、抑制がゆるかったためすりぬけてしまった。患者は尿をすご 幹抑制はウエストにゆるみがなく、しないと抑制の意味がなくベッドからの転落という大きな事故を 付いているか確認する。この患者の場合に於いては、適宜尿意の確認をしトイレ誘導を行う。
くしたかったらしく、そのためムリヤリ体幹抑制をすりぬけてしまった。他の病室に来たときはすで 起こしてしまう。今回は歩行可能な人だったので転落することがなかったが、今後気をつけなくて
に失禁していた。
はいけない。
患者が退院時、処方、退院証明書、次回来院時が記入された 用紙が薬袋の上に重ねて輪ゴム 退院処方が一つにまとめてあったため同一の患者様のものと 思いこみ薬袋の名前を確認しな 退院処方の説明書と薬との照合をしっかり実施すること。
で止めてあったため、患者の ものと思い、確認しないで渡した、自宅へ戻った患者様から 電話 かったこと。
があり、性が同姓である他の患者の薬を渡したことが 判明したこと。
患者が昼食を摂取され下膳する。お膳を配膳車にのせた瞬間、上の段にあったパンのみみを取っ この患者は、精神症状から盗食を常習している。盗食されやすいものは、患者の目に触れるとこ 配膳車に残ったパンを置かないように職員が注意する。
て食べる。
ろには置かないようにしている。盗食される前にいつもパンを残す患者様から、職員がパンを回収
しているが、みみまで予想していなかった。パンを袋ごと口に入れることもしばしば見られるため、
注意していた。
患者が朝食後車イスに座っていたが、体動が激しく体が前方にズレ滑り落ちた。すぐ気付き引き 常に体動の激しくずり落ちの危険の多い方であったので目を離さないようにしていたが防ぎきれな 枕、座布団、車イスの種類など工夫してきていたが、さらにリハビリ部門とも話し合い安全に努め
上げた。
かった。
る。
患者が朝食用の盆をテーブルに投げつけた。
一度は、自分の席についたが、お盆をもって他の席につこうとした。その際、他の患者に注意され この患者は今回だけでなく食事中でもお盆を持ち歩くことがある。配膳中でも観察を十分に行う。
たため腹を立てたとのこと。配膳中であったため観察が不十分であった。
患者が点滴の途中で退院が決定したので、点滴を抜去して破棄するときにボトルの氏名と実際に 名前の確認がしっかりできていなかった。リストバンドでの確認ができていなかった。 同姓で同室 リストバンドでの名前確認
点滴をした患者の氏名が違っていることを気づいた。点滴間違えをした患者は同姓で同室であり、 だった。
点滴の内容は同じであった。
患者が内科で処方のプレドニンを内服中であり、病室に薬カレンダーを使用して管理していた。今 部屋を訪室するたびに、薬カレンダーはみえていたが、薬を飲んでいるということと、まだあるとい 訪室して、薬カレンダーをしっかり見て、薬を飲んでいるということはもちろん、いつなくなるか、追
回、日中の内に薬が切れるということに気づかず、夜に気づいた。継続して同じ量で処方してもら うことだけ確認しており、薬がいつ切れるかまで確認していなかった。また患者はしっかりしている 加が必要かということを少し早めに確認していかなければならないと思った。また患者が教えてく
えば良いか内科Ｄｒに確認する必要があったが、気づいたのが夜だということもあり、内科Ｄｒに確 ため、なくなりそうだったら教えてくれるだろうという思いもあった。
れると思うのではなく、自分で確認していかなければならない。
認することが朝9時と遅れ、薬内服の時間も朝内服予定が12時と遅れてしまった。
患者が入院し、以前のカルテを基に現住所の確認をしたところ、古い住所であったことがわかり事 確認不足
保険証の確認。もしくは住所が変わっていないか確認する。
務に報告した。
患者が入床希望した為誘導したあと、他患を誘導していると単独歩行し他室に入っていた。走った いつもは入床後動きがあまりなかったと過信していたためと、日中家族と出かけていた為いつもと 病院での生活にはない刺激があった時は特に注意して観察していく。
が間に合わず、患者はこちらを見た後壁に背中をつけたまましゃがみこむように左側に転んでい 違う刺激があったため
た。患者から痛みの訴えなく、「布団をこっちに移そうと思って・・・」「お父さんどこかねえ」といって
いた。BP：125-66mmHgで本人からの訴えなく外傷も見られなかった。その後当直医に診察しても
らい、経過観察となる
患者が入浴後、ホクナリンテープ類を貼布することとなっていたが患者はそのまま戻ってしまい、 患者がすぐ戻ると思い、ホクナリンテープを床頭台の上に置いたまま各病室をラウンドしたり、コー 受け持ちが施行するように責任の明確化を図ることとする。
病室へ行ったが不在であったため、すぐ戻るつもりでホクナリンテープを床頭台の上に置いて退室 ル対応もあり、その間に忘れてしまったこと。
してしまったこと。
患者が尿意を訴え、病室内のトイレに介護職が誘導する。前回までは上手に排尿ができたため、 本来なら排尿から終了まで、またべっどの戻るまで離れることなく介助する必要があるにもかかわ 痴呆症状あり患者本人への説明は不能。当事者がその場を離れるときは他のスタッフへ依頼する
その場を離れた２、３分の間にしりもちをついた状態で転倒しているところを発見する。
らずその場を離れたために発生した事例。
ことを徹底する。 他のスタッフに注意喚起するため申し送り簿に記入する。
患者が病室で転倒されたと他患者様から報告を受ける。行ってみるとベット際に仰向けに倒れて 以前にも同様の状態で受傷されており、注意し観察していた。転倒の危険性がある患者のため、 ふらつきの原因を探る。薬のためか、痴呆が進行しているのかもしれない。
いる患者を発見。声かけし、意識があるのを確認する。早急にＮＳに報告し、処置を委ねる。
より注意が必要であった。他患者様の報告により早急に発見できた。
患者が不穏継続との申し送りを受けていた。突然、自床から大声で、「オーイ」と連呼。他患者が 他患への迷惑行為は、今回だけではなく継続している。以前、本人様は大声に対して「ナースコー 担当にＤｒへの現状報告を行う。他患者への配慮を行う。不穏原因は明らかであるが本人が理解
数名起きてしまい迷惑行為にクレームがあった。本人への用件を尋ねるが発言内容が意味不明 ルがないから」と理由を話していた。今回の理由は不明だが、他患者への配慮が欠けていた。
できず、周囲へ不満をぶつけていることを職員へ申し送る。
である。患者間でのトラブルに至る可能性があった。
患者が部屋でよろけて頭を打ったと訴えてくる。自床ベッドの横に立ち床頭台の物を取ろうとしてよ 79歳の高齢であり、ハイリスク状態の患者であった。
安全確保には十分に注意を払い、観察を密にしていく
ろけて左額部を床頭台の門で打撲する。P84 BP140/90 左額部腫脹(＋) 出血(ー) 疼痛(＋)
吐気(ー) 嘔吐(ー) 頭部と打撲部クーリング施行 安静臥床 夜勤責任課長、当直医報告 診察
あり、様子観察の指示。
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6159

6160
6161
6162
6163
6164

6165

6166

6167

6168
6169
6170
6171
6172
6173

6174
6175
6176
6177
6178

6179
6180
6181
6182
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具体的内容
背景・要因
改善策
患者が服薬の際、錠剤を噛んで水を飲もうとしないため、コップの水を飲ませた。そのとたん、吐き 水を飲ませたことで吐き出してしまうとは予想できなかった。
ゆっくりでも良いから本人のペースに合わせ飲んでもらう。再三注意し、口でかまないように指導し
出し錠剤のかけら１、２個出てきた。本人の話によるとのどにつかえたから吐き出したんだよ、との
ているが、改善がみられないため粉にするよう検討はできないか。病気であることや内服の必要
こと。職員が確認していたがそのような様子はみられなかった。
性を理解してもらい、本人が服用しやすい方法を取っていく。
患者が別の患者様に近づいて手を振り上げ左前頭部を叩く。たたいた患者は、たたかれた患者が 観察が不十分だった。
暴力はいけないとその都度説明し、この患者同士が近くに居るときは車椅子を遠ざける。
うるさいから叩いたと訴える。再度叩こうとするが制止する。叩かれた患者は疼痛を訴えるが外傷
なし。
患者が末梢静脈ラインを自己抜去して病室の前で立っているのを発見した。
観察不足
頻回に訪室する 他モジュールの看護師にも声を掛け注意して観察してもらう。
患者が眠前薬を飲んでいないと訴える。空袋を調べても、見つからず、明日の分もなかった。さら １週間分の眠前薬がセットされずにそのまま袋に入っていた。確認が不十分であった。
セットミスが多発している。担当者を明確にしダブルチェックの徹底を行う。
に確認すると１週間分がセットされておらず、カルテを確認したが変更はされていなかった。
患者が夜間ベッドより落ちそうになっていた。介助バー設置のため足もとにベッド柵がなかった
足もとにも柵を増やす
頻回な訪室を行っていく
患者が薬を受け取って、開封する際、勢いあまって薬が袋から飛び出てしまった。
指導が不十分だった。
薬を渡すときには、ゆっくり開封するようにと声かけ、指導する。
患者が誘発筋電図の検査依頼箋を持って生理受付に予約にみえた。受付担当者は腹部エコーと 確認不足
一日の業務終了時、各検査の担当技師は予約検査箋と台帳を照合し不一致がないか確認する
勘違いして予約をとり、検査当日に朝食抜きで来院するよう説明した。予約当日患者様は腹部エ
様にする
コー室前で待っていたが技師はカルテが無かったため検査内容を確認したところ誘発筋電図検査
の依頼であった。誘発筋電図の予約は10時に確保されていた為、速やかに所定場所にて検査を
実施した。検査終了後、朝食抜きにしていただいたことをお詫びした。
患者が夕薬を飲む為、取っ手のないコップに多めに水を入れた。コップを持って椅子に座ったとた 観察、指導が不十分であった。
ご本人と話し合いの上、取っ手つきのコップを購入する。
ん、水がこぼれて前に座っている患者のテーブル、床を水びだしにしてしまい、あぶなく喧嘩になり
そうだった。
患者が来院される前にTDMLの機械を立ち上げておいた．患者は肺B→TDML→心電図の順に検 観察不足 確認不足 はじめての経験や経験不足 急いでいた
スタッフの教育／指導体制
査を行うことになっており、多少時間がかかることが予想された。この検査は治験用に新しく始まっ
た検査であり、私自身初めて行うことになっていたため緊張していた。作業自体はなれればそう難
しいことではないと思うが、こまごました作業が多く、あれをしてこれをしてと思っているうちに画面
の設定をすっかり忘れ，立ち上げた状態のまま検査を行ってしまった．本来なら速度3.6Kmで行わ
なければならないところ、実際3.0Km/hでおこなっていた。またID入力していなかったため
FinalReportが出力されなかった．結果的にSpO2が遅い速度でも目的の数値以下になったため
CRC、Dｒの相談の結果この速度でも大丈夫として、やり直しは行わなかった
患者が離棟していると報告を受けた
観察不足
病棟を離れる時は、スタッフに一言声をかけてもらうよう説明をする。
患者が両下肢痛にて、１９時ごろロキソニン２錠、マーズレン０、５ｇ内服していただいた。３０分後 看護師同士の連絡不足。患者の言動を信じ確認を怠った。
内服の確認。
に他の看護師が本人より疼痛があるため内服薬が欲しいと希望されたために再度同じ薬を渡し内
服した。
患者が廊下で転倒し、両膝を床についてしまった。Ｄｒに報告し、処置せずに様子観察とした。
入浴を行っている最中で廊下が狭くなっていた。廊下の両サイドに車椅子や椅子が置かれていた 入浴のときは廊下の両側に車椅子や椅子などの物を置かずに、片側にまとめて置く。
ため、患者がそれらを避けようとして転倒してしまった。
患者が廊下に座っていると連絡を受ける
観察不足
見守りをきちんとする
患者が廊下を歩いているときに、転倒される。「靴底がすりへっているのよ」と話される。外傷なく、 以前にも転倒されていることもあり、歩行時の注意と靴の検討をするべきであった。
患者が現在履いている靴を確認し、交換していただく必要があるか検討する。
ふらつきもない。
患者が廊下中央に車椅子を止めている。すると別の患者様が左側を通り過ぎようとしたときに、車 他の患者、職員に対しても言葉が伝わりづらいため、いらいらしているようで、表情が険しい。
常に行動などを気配りし声かけしていく。
椅子の患者の左腕をつかみバランスを崩し、車椅子ごと前に引っ張ってしまった。特に怪我はな
い。
患者でＶＳは２時間、尿は４時間毎にチェックをしていた。尿量が多く２時間毎にバルンパックにた 当事者の思い込み。尿量が多く２時間毎に測定していた。
指示をよく見て確認する。
まった尿を測定していた。８時にチェックをし、次は１２時であった。次のチェック時間を急に１４時と
思い込みラシックス１／２をＩＶした。
患者にグリセオールの指示があり施行しようとしたところ、『低分子テキストラン』だった。その時点 点滴準備の時点での確認作業が確実に行われていなかった。
形状が似ている物を認識し、気をつけるようにする。 院内全体へ形態が似ているものがあること
で気がつき交換した。
をカラーのニュースで流す。
患者にソルラクトＤＩＶ、メイロン1Ａ ｉＶ（側管）指示がでるもソルラクト内に点注し、そのまま患者に ソルラクトにメイロンを混注ことを知識として知らなかったこと 病院全体として情報が徹底していな 混注と管注とのミスは薬剤にとっては重大なこととなるので 全スタッフに注意徹底する。
投与。 メイロンとリンゲル液でのＤＩＶはメイロンの沈殿の可能性あり とのことも、沈殿なく、投与 かったこと。
後の患者の異変見られなかったこと。
患者に時間注射を施行する際、三方活栓に接続したものと思い込み、接続していないまま流して 同じ時間の点滴の更新が多く、バタバタとしていた。 同じ時間に側管から2種類の点滴を落とす 確認不足により早期に発見できなかった。接続する前、接続したとき、患者から離れるとき再度
しまった。
予定で、1種類は三方活栓につなぎ落としたが、もう1種類は接続したと思い込んでしまった。
ルートをたどって異常がないか確認する。
患者に穿刺後、チューブつなぎQBまわし、血流チャージャーまでまわり、バイパススイッチから「開 時計を見ながらスイッチを押した。確認不足。
ステッカーを貼り、操作時の注意を喚起する。操作に集中する。
始ボタン」を押すのを「停止ボタン」を押してしまった。
患者に潰瘍治療剤と高脂血症剤を渡さなくてはなら無かったが、誤って別の患者様の抗不整脈
引き換え券を渡す際、患者１人ずつ分別できるシステムを作る。 見間違い易い数字は色で強 業務が同時に重なる時は、遠慮なく応援を求め焦らず仕事ができるよう指導した。
剤・精神安定剤を渡してしまった。 薬の引き換え番号を見間違えた。 一度にいくつものことを抱 調し錯覚を防ぐ工夫をする。 新人向けのフロントで確認する際の手順を計画 実施 評価して行
えていたので慌ててしまった。 患者から問い合わせがあり間違いに気付く 薬の渡し間違いを前 く
も体験している為、不信感が更に増幅している。
患者に渡した報告書の名前が違っていた
レポート画面を開けるときに選び間違えた
確認の徹底
患者に内服さるために薬袋から薬を出しで置いた。ダブルチェックする際に他の看護師に内服薬 薬袋から取り出す際、患者の名前は確認はしたが、薬の内容の確認を行わなかった。 薬袋に
内服薬の確認のマニュアルを再確認し、確実に確認を行い与薬する。 ダブルチェックを継続して
を確認してもらった際に違う薬であることに気がついた。
入っているのでその薬が入っているだろといる思い込みがあった。
行う。
患者に内容を聞きＸーＰのオーダーを入力したが、別のコードキーを入力してしまった。ＸーＰ技師 オーダーを入力時キーの配列を見誤りミスになった。
オーダー入力してから正しく入力してあるか確認してから登録すること。
より 指摘がありミスが判明したため、患者に余分な被爆は避けられたのが良かった。再オーダー
で撮影してもらう。
患者に配膳した際、全粥食が来ていたが本人は並食を希望していた。確認すると、全粥食の他の ２人ともその日の入院で、どちらも別々の時間に電話連絡にて栄養科へ給食をお願いした。伝票 何事も変更や新しいことがあった場合には確認を必ずする。
患者に並食が出ていたのを発見。配膳車の名札も間違っていた。
で注文をすればよかった。
患者に配薬したが内服確認しなかったため飲むのが遅くなった。
自己にて完全にできると思い込んでいた。
内服するところまで見届ける。
患者に薬袋から薬を出してもらい看護師と一緒に薬を確認し内服してもらうという患者であった
確認不足
注意深く指示書を確認する。
が、薬袋と指示シートを患者と２人できちんと確認したつもりが、オノン２ｃａｐのところ、１ｃａｐしか内
服できていなかった。次の勤務帯の看護師が薬の残数が合わない事に気づき誤薬に気づいた。
患者に領収書と薬の処方箋を渡す際に、受付に他の問い合わせが殺到して処方箋を渡すのを忘 受付に患者とその他の問い合わせが殺到した為に余裕が無くなってしまった。
余裕を持って仕事を出来るように心掛ける。
れた。薬局からの確認の電話により気付いた。
患者のＩＤカードの生年月日が間違っており、確認したところ診療録・入院診療録の記載間違いが ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
患者情報登録時、複数確認の徹底
わかった。
患者のＩＳＤＮテープを準備していたところ前日分のテープが 残っていることを発見したこと。
育児休暇明けのナースがＩＳＤＮテープを用意、準備していた ものの、初めての受け持ちの為、患 受け持ちナースはテープを貼っている患者様をしっかりとした 把握と患者様1名毎のカードの
者様を把握しきれずテープ 貼りを忘れてしまったこと。
チェックを徹底する。
患者の母親が面会に来られ、面会室で持ってきたぶどうやパンを召し上がっていた。すると、他患 面会室に誘導された方は施錠すべきであった。
患者、面会のご家族に説明し、了承を得て施錠する。
者が面会室に入ってこられ足早にぶどうやパンを取って行かれる。
患者のトイレ介助を行った際、立位を取っていただき、車椅子を後ろへ下げたが、足がやや開いて 皮膚が弱い患者様で、左下肢も同じような事でガーゼ処置されていた。 病衣であり、下肢がむき 靴下を履いたり、ズボンの着用を促す。
おり右下肢に車椅子のフットレストがあたり皮膚を損傷させてしまった。
出しになっていた。 技術が未熟であった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
患者のところで食事指導を行っていると、急に患者が痛いと言って大腿後面に手を当てる。見ると 血糖検査時には針でなく、ランセットをしようするように手順化されているも、守られていず。又針を 血糖検査対象の患者様は4名居たため、感染症全て検査することを（当院負担）その旨患者には
26ゲージの注射針がベットの上に落ちていた。患者様は一日四回、血糖検査を行っているため、 入れるハザードボックスもワゴンに置いてなかった。
説明した。又血糖測定時には、ランセットで実施することの再指導と共に、ハザードボックスもそな
何時の物なのかは不明なるも、その時に使用したものと思われる。
えた。対象患者並び家族の方には、医師と師長で謝罪した。
患者のベッドサイドに行ったところ起き上がり動作があり末梢が自己抜去されているのを発見し
観察不足
意識レベルはクリアでも高齢であるので譫妄状態が発生する事を予期して観察していく。
た。
患者のベッド移動をしたときに酸素流量の確認を行わなかったために、送鼻２Lのところ５Lに設定 確認不足
流量計を移動させた時は必ず確認する。また、訪室時は必ず確認する。
されていた。６時間３０分後に他看護師に指摘された。
患者のマーロックス顆錠（3.6ｇ／3×）各食前のものが 各食後に付けられてことを与薬準備する グルコバイ食直前、アマリール食前とＤＭの内服は気をつけて いたが、マーロックス顆粒は、確 作業テーブルの上の整理整頓とスペースの確保及びトレーを それぞれ（食前） （食間） （食後）
段階で発見したこと。
認不足であったこと。
に分けて準備すること。
患者様の右手第3指が車椅子側面にあたり、表皮剥離した。
観察不足
十分に確認して車椅子移動をする
患者の往診時に、造血剤の注射を施行した。終了後、患者宅に使用した薬剤の空アンプルを忘れ 施行準備・施行・後かたづけ時の確認が不十分であった。
往診時、医療廃棄物用に少し大きめの容器を持参し、すぐに後始末が出来るように工夫する。
てきてしまった。
患者の介護をされている実母より緊迫した声で看護師の呼び出しがあり、訪室すると患者が食事 闘病生活が長く、介護のほとんどを実母に任せていた為、頼りすぎていたところがあった。 日常 食事の前に覚醒状態をしっかりと確認を看護師の私達がしてから、家族が安心して介護できるよ
を詰まらせ窒息状態となっているところ発見。食べ初めてすぐの発見だったため吸引施行し、側臥 大きな声で騒ぐことあり、リン製剤の内服もしており、レベルに注意しながら常に注意すべきことで うにすべきであった。
位をとらせ口腔内の食物をだした。口唇チアノーゼ似られるも吸引と咳嗽により吐き出し呼吸状態 あること認識すべきだった。
も安定した。
患者の顔を見ると、右目周囲が赤くなっている。本人に聞くと転倒されたとのこと。
観察不足
きちんと観察する
患者様の記録が他の患者様の記録に混ざっていた。
患者氏名、カーデックス内の記録の氏名の確認ができていなかった。
その日の担当NSだけでなく、他の職員も確認する。
患者の給食に主食を付け忘れた。病棟より連絡をもらい初めて気が付いた。
確認不足。
多忙なときこそ確認をしっかりする。
患者の給食の経管栄養食を付け忘れた。
数の確認の時に勘違いをして数え間違えてしまった。
思い込みで間違えないように気を付けて確認をする。
患者の血圧が上昇し、医師より100ｍｌにヘルベッサー250ｍｇを溶解・実施するように指示がでた。 ダブルチェックを怠り、実際に10ｍｌ/hで開始されていたのかを確認しておらず、観察不足であっ 看護師同士だけではなく、医師ともダブルチャックを徹底していく
輸液ポンプで落とすべきものを誤って普通のラインで準備してしまい、専用のラインを取りに行っ た。
た。戻ってくると、輸液ポンプ本体の準備もまだだったため、麻酔医がラインの準備をしてくれるこ
ことなり、自分は本体の準備をおこなった。本体の準備ができてもまだ麻酔医にほうの準備がまだ
だったたが、しばらくすると、10ｍｌ/hで開始したと報告をうけたが、自分では確認を行わず麻酔医
が言ったとうりに記録に残した。五分後、患者の血圧は急激に低下した。
患者の血圧低下と低栄養状態改善のため23日よりブドウ糖50％とダイモン注入りのキドミン200ml 注射ワークシートと用意されている点滴の確認作業が正しくなされていなかった。施行印を押す際 注射ワークシートと点滴の確認作業は、声を出し、一つ一つ丁寧に確認していく。施行印を押す際
の点滴が開始となっていた。朝、点滴を混注する前の点滴と注射ワークシートとの確認作業の際、 など未実施であることに気付く機会はあったものの、指示された注射はすべて実施したと思いこん なども確かに実施したかを確認しつつ印を押していく。
献血アルブミンが昨日で止めとなっているのを確認後、その下に入力されていたキドミンの点滴を でいたため気付く事ができなかった。
見落とし、確認しなかった。点滴自体は点滴台の上に用意されていたが、それにも気付く事ができ
なかった。点滴を施行することなく勤務を終え、準夜帯で台の上に点滴が残っており施行されてい
ないことに気付く。そのまま指示通り点滴施行する。
患者の元を離れ，１５分後戻ると，ベッド横の床でしりもちをついていた．
観察不足
転倒・転落要注意の方は，もっと頻回に観察しなければならなかった．
患者の呼ぶ声で訪室すると床に寝ているところを発見する。尿失禁のため自分で更衣しようとしよ 下肢筋力低下 認知不足
同様の状況がおきて転倒しても、怪我をしないようマットレスパッドをベッドサイドに配置した
うとベッドからすべりおちた。打撲なし。
患者の妻がナースステーションに「前くれたハルシオンを下さい」と訪ねてこられる。準夜の看護師 ２日前の日勤で患者と妻より、「前医でハルシオンを飲んだら眠れたので下さい」と言われ医師に 指示がない時は主治医に確認する。 口頭指示はマニュアルに沿って復唱しカルテに記載する。
が指示を確認したところ、指示がなかったため医師へ連絡すると指示を出していないと言われる。 電話した。医師が「わかりました。いいです。後で処方に行きます。」と言った。夕方まで待って処 医師は曖昧な言葉で口頭指示をしない。
方がなかったので日勤の看護師は、ハルシオン内服ＯＫと準夜の看護師に申し送った。準夜の看
護師は常備薬の中から取り出し患者に渡した。 医師の返事の思いは、「診察してから処方する
かどうか考えます」という意味であった。処方しようかと思ったが処方しなかった。指示簿に記載し
ていないし処方もしていないので与薬しないと思っていた。
患者の採血をしたが、検査項目の分の血液が足りずに血液の検査が出来ず患者を怒らせてし
検査の遅れ・診断の遅れ
採血する時は、検査項目にあった量を採血し患者の信頼失う事のないようにする。
まった。 後日、患者にもう一度採血をしてもらった。
患者の氏名を違う漢字でカルテ記載していた。（熱計、医師指示箋、看護記録。）
確認不足。
きちんと表紙の名前で確認する。
患者の自室前の廊下中央部で、患者が手足を広げた状態で床に横になっている。声かけするが 患者は不穏傾向にあった。
病状を観察し、Ｄｒへ報告する。
身動きもせず、表情も変えない。３０分位体位を変えて横になっていた。他患者方が起床、洗顔、
検温等のため廊下を利用する時間となったため、危険であった。他患者には声かけし、廊下で横
になっている患者には見守りで対応する。
患者の手術に対し、赤血球製剤、血漿製剤、血小板製剤それぞれ20単位づつオーダーがあった。 発注遅れ、確認不足、指示不足
手術前に主治医や麻酔担当医らと充分打合せを行い、術中に対応することは必要最小限とする
前日主治医と打ち合せをした際、血小板製剤に関しては、手術室から連絡をもらった時点で日赤
ようにする。
へ供給の要請（発注）を行うことで主治医の了解を得た。 しかし、別の技師が手術当日に手術部
のスタッフと別件で連絡した際に、午後の日赤定期便（14：30当院着）で血小板製剤を供給するこ
とを伝えていたにもかかわらず、連絡をもらってからの発注で了承を得ていることを主張し、発注を
制してしまった。手術室から15:00ころ血小板製剤の出庫を要請された際、午後定期便で供給され
ているはずだと指摘され、急いで日赤へ発注、緊急走行にて供給を要請し、15:30ころに手術室へ
出庫した。 患者に関しては、赤血球製剤の準備についても、特殊血であっため追加オーダーへ
の対応で、輸血部内の情報が混乱していた。 部内での連絡事項伝達がうまくいっていなかったた
め、血小板製剤の供給が30分ほど遅れてしまった。
患者の小鉢の中に黒く固い異物が混入していた。調理器具が壊れてその破片が混入したとも考え 確認不足
盛り付けの時にも確認をするようにし防止に努める。
られる。
患者の消化器外科仮処方箋の入力を誤って、整形外科にて入力するが、診察時、担当医の確認 勘違い、早とちり、確認不足
再確認
で発見される。
患者の食事（ＣＺ－Ｈｉ３００）を出し忘れた。
事前に食札の数を確認したときに、食事伝票上の数と札の数が合っていたので全員分の数があ 効率的な確認の仕方を検討する。
ると思い込んでしまった。
患者の食事のお粥を出す際に、いつもより硬くなったものを出してしまった。
お粥を作る際の火加減が悪く水分が少なくなってしまった。盛り付け後に時間がたってのりが固 対策としてお米と水の量は計算して出しているので、火にかけている間もっと気を配って見ている
まって硬めになってしまった。
べきだと思う。時間がたって固まってしまったときは、もう一度温めてとかしてから出す。
患者の食事用エプロンを洗っている際、食べこぼしと共に錠剤１個混ざっているのを発見する。
服薬の確認が不十分であった。
ＮＳに報告し、再度服用していただく。服薬の確認徹底と錠剤から粉に変更するか検討する。
患者の清拭をしていたところ、患者様の体の下に体温計が落ちているのに気づいた。その患者様 ケアレスミス（注意不足）
バイタル測定時、物品の確認。
は自分で体位を変えられなかった為、体温計が体の下敷きになっていたままになってしまい、背部
に体温計の痕が付いてしまっていた。皮膚損傷などは見られなかった。
患者の生年月日を間違ってカルテ、エンボスなどを作成した。病棟師長の指摘により気付いた。 きちんと保険証等をみて確認すべきだった。
確認を何度もする。
患者の足が車椅子のフットレストにあたり、表皮剥離をされた。
観察不足
フットレストにカバーをつける。
患者の他院のクスリを投薬忘れ
当院と他院のクスリを別々にしていたため
両方のクスリを一緒にしておく
患者の体動が激しく頭を上下に振ったために固定テープが外れてきてＮＧーＴが１０ｃｍほど抜け 顔面にも熱傷がありＮＧーＴの固定がしっかりできなかった。 観察不足
体動の激しい患者のライン・ドレーン類の観察は訪室の都度行い、早めに固定し直す。 固定方
かけた。経口摂取が可能であったため医師の指示で抜去した。
法を工夫する。
患者の大声で気づき、確認すると、患者Aが患者Bを指してあいつが左背を殴ったと話す。患者A 患者Aに理由を聞くと患者Bがうるさかったからだという。患者Bはその日の行動が落ち着かず調 他患者の影響に配慮し観察を行う。
は１９：５５に再度患者Bを怒鳴りながら廊下で追いまわしている。
子が悪いということで（その日に転倒をしている。）観察していた。
患者の注射アンプル袋間違い
薬袋作成時ミス
最終監査を別の薬剤師がチェックする
252

6223

6224
6225
6226

6227

6228
6229
6230
6231
6232
6233

6234

具体的内容
患者の点滴がなくなったので、次がアミノフリードであったので注射処方箋で確認し交換する。患
者は入眠しており、本人に名前の確認をせず交換した。ナースステーションに戻ると交換したはず
の点滴が残っていることに気づく。すぐに訪室。患者がおきていたので事実を話し謝罪。点滴自体
は同じ物であった為ネームシールのみ交換する。
患者の点滴を詰める作業の段階で、ビタミン剤（ネオラシンス ルビー）のアンプルが他の患者の
点滴の前にアンプルがあったため伝票を確認しないで詰めたことが検温時にボトルを確認し 気
付いたこと。
患者の内服薬の入れ忘れ
患者の皮下に挿入されていたウントドレナ－ジのＳＢバッグが、０時から１７時３０分までクランプさ
れたまま排液されていなかった。
患者の病室を訪室すると、点滴刺入部より血液が流出しており、シーツ・寝衣まで点滴の液と共に
濡れている。点滴ルートはベッド柵にかけられており、患者にどの様にしてこうなったか聞くと「知ら
ん？何がだ？｣との返答あり。止血をしシーツ、寝衣交換行い医師に報告。本日分の点滴は中止
となった。
患者の部屋に訪室した際、点滴が空になっているのに気がつく。処置室へ行き、注射処方箋を確
認交換をした。他の看護師が混注するはずの薬剤（Nacl）が残っているのに気がつく。
患者の薬を間違って他の患者様に与薬してしまった。
患者の薬を渡そうとした所患者から「もう貰いました」との返事。確認せず後で薬が残っている事に
気づく
患者の薬を病棟に上げ忘れ
患者の夕方の簡易血糖検査を忘れており、他の看護師より検査を施行したか確認されて気付き
施行する。経管栄養注入時に施行。
患者の要求によりポータブルトイレをベット横に設置する。腰痛、下肢痛があり普段は車椅子で移
動している。同室者から転んでといると通報あり。訪室すると車椅子、ポータブルトイレの間に座り
込んで立ち上がれなくなっている。傷、骨折はなかった。
患者の理解力はしっかりされているが、気管カニューレ装着中のため、患者の負担を考慮し、内
服は看護師、薬剤師が一日分セットし確認与薬となっていた。 受け持った当日、ベッドサイドに
与薬箱があるのは確認していたが、理解力のある患者であったことと、与薬箱をおくようになり
一ヶ月ほど経過していたこともあり、昼食後薬の内服は、本人に口頭で飲んだかどうかの確認し
か行っていなかった。同日の受け持っていた他の患者の急変もあり、その後、部屋への訪室は出
来ていなかった。 翌日深夜勤者が、箱に、一日３回２包ずつ内服するはずの大建中湯が一包
ずつ残っていたのを発見。本人に確認したところ、数日前から箱に入る量が増えていたことは気が
付いていたが、間違いだろうと思い、飲むのをやめていたとのこと。
患者の流動食から三分粥へに変更食を一日前から変更してしまったこと。

6235
6236
6237

6238

6239

6240

6241

6242

6243

患者の腕を持って手を洗っていたら、腕を表皮剥離させてしまった。
患者は、１６時に手術室より帰室した。１７時にグリセオール施行と指示され、日勤者が実施した。
１時間半後に終了し、２２時よりルートがあるのでクランプしたままにしていた。２２時に抗生剤を実
施しようとしてグリセオールではなくデキストランＬであることに気付く。主治医に報告し、主液を
ゆっくり滴下し終了時間を２時間遅らせることになった。患者への影響はなかった。
患者は、外科外来にて痔の診察の為椅子に座って待っていた。その後、診察の準備の為、ズボン
を脱ごうとして立ち上がった。本来、脱衣籠のある場所で着替えをすべきところを脱衣籠から離れ
た所にある椅子の所で着替えをして頂いた。場所も狭かった為、立居振舞いがしっかりしていた事
もあり、本人に断って椅子をどかした。しかし患者は、ズボンを脱ぎ終わると、まだ椅子があると思
い込み座ろうとしたが「はっ」として無い事に気づきベッド柵につかまりながら、尻餅をつき後戸棚
の引き戸に後頭部を打撲した。看護師は、患者の持ち物を約１．５メートル離れた脱衣籠に置いて
振り返って事故を発見した。発赤腫脹なく、後頭部痛軽度と臀部痛を訴えていた。後頭部打撲の
為、脳出血のリスクも考えられ頭部ＣＴを行なうも、脳出血等は否定された。
患者は○/19人工骨頭置換術（左）ＯＰＥ後1日目でＯＰＥ中不整脈が続いた為、ＯＰＥ後ＩＣＵへ転
棟し、状態落ち着いた為○/20 14：00頃ＩＣＵより病棟へ転棟となった。1ｈおき位Ｖ／Ｓ測定、ラウ
ンドに行っていた。17：00Ｈｒ ｃｈｅｃｋ時異常なかったが、17：30訪室時ドレーンが先端より抜去され
ていた。主治医報告にて整形Ｄｒよりドレーン抜去、Ｄ．Ｃ施行となった。患者が高齢であり痴呆は
なかったが不穏行動を予測し確認を十分にする必要があったと思われる。
患者は7・10の土曜日入院した。その時入院時一式の検査が出され、検体が届けられ検査を行
う。 その中の一般尿検査と沈渣を行った。 検査が終わり、一般尿検査の結果を臨床検査システ
ムの詳細画面に入力し、沈渣の結果を尿沈渣入力ボタンをクリックし、その画面へ沈渣の結果を
入力した後、登録ボタンを押し忘れ、戻るで前の画面に帰り、そこで入力が終わりとなり確認後、
全監査のボタンをクリックし終了した。沈渣の画面は確認していない。 その結果、沈渣の値がカ
ルテに反映されなかった。 再度、看護師から連絡してもらい患者に尿を採ってもらうこととなっ
た。
患者はＢ号室に入院中であり、22時より蓄尿が開始となっていた。隣りのＡ号室の患者も同日の
同時刻よりＣペプチドの蓄尿となっていた。隣りどうしだった為、トルエンを入れるのかをリーダーに
確認したところ、「Ｂさん」とのことだったため、患者Ｂの蓄尿ビンにトルエンを入れ、本人はおきて
いたため、蓄尿の説明を再度行い退室した。２日後に患者Ｂではなく、Ａ号室の患者Ａであったと
いう事を知った。
患者はアレビアチン100mgを内服していたが発作の出現及び血中濃度の低下により17日より
40mgが追加処方された。21日アレビアチン100mgが処方切れの為主治医に依頼したところアレビ
アチン40mgが処方されてしまったが気づかずにセットされ22日朝まで過少内服してしまった。22日
朝の申し送り中に過少与薬に気づき主治医に報告。アレビアチン140mgが処方され、以前に処方
されたものは薬局へ返納する。患者様に発作の出現や一般状態には変化がなかった。
患者はセデーション中であったが呼びかけに反応があり、意志の疎通も何とか取れていた。ライン
抜去の危険性はあったが抑制で不穏状況がひどくなるために抑制をせずに観察していたが訪床
すると胸の上にＮＧーＴを抜いておいてあるのを発見した。

背景・要因
他の患者にしばらく対応していたため気がとられていた。確認不足。

改善策
点滴の内容だけでなく名前をしっかり確認する。患者様が入眠していてもベッドネームなどで本人
確認をし点滴ラベルをしっかり確認して交換する。落ち着いて行動する。

確認不足と思い込みが問題

伝票での確認の徹底と毎月の事故防止委員会での出席をさせて 患者の安全についての再認識
をさせる。

在庫管理不足
担当看護師はＳＢバッグの取り扱い方を知らなかった。排液がないのはどこかに異常があるので
はないか観察をしていなかった。
以前の入院時にも事故抜針したことがあったため、早めにアセスメントするべきであった。 刺入
部の保護が不十分であった。

ストックの確認
ＳＢバッグの取り扱い方法の説明を受ける。観察を十分におこなう。

ダブルチェックを行わなかった。 業務に不慣れな看護師であった。

ルール無視をせず、ダブルチェックを行う。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認ミス

与薬前に確認し、複数の人の薬を同時に持ち歩かないようにしている。
確認の徹底

外用剤一覧表記入ミス
業務の手順、仕事の流れの確認をすべきだった。

二重チェック
声を掛け合い確認すること。

包帯等で刺入部を保護する。 看護師の目の届く場所にて点滴は行う。 家人に協力を得られる
ようにする。 患者は健忘症状があり、点滴の必要性を理解するのが難しかった。

車椅子への移動の指導が不十分であった。介助を要する患者が多いが居室スペースが狭く対応 介助で臥床させオムツ対応とする。１人で車椅子に乗る時は看護者に声をかけるよう話す。病室
しづらい。
が狭いが事故なく毎日が過ごせるよう患者観察を職員に申し送る。
自分が担当した日以前から、患者様の処方変更への理解は乏しかったようで、投薬量は守られて 患者の処方量を確実に把握することと、内服されているかの確認を、患者本人に直接聞くことと、
いなかった。当病棟では薬剤師と看護師で与薬管理をおこなっているにもかかわらず、あきらかに 自分の目で必ず最終的にみること、また、コミニュケーションのなかから、患者の病状等に対する
説明不足が原因でこのような与薬ミスが起こってしまった。また、訪室時の与薬確認を怠ったこと 思いなどをよく聞けていれば防ぐことができただろうと思われる。
も原因である。

○月2日は休日の前日のため変更食事箋が多く、3日からの変更と 4日からの変更とを分けて処 変更食については必ず二人以上で確認するようにルール化する。
理していたものの、通常は栄養士が 2名で実施しているが当日は1名での処理であったため確認
が 不足していたこと。
観察不足
力加減を考えてケアをする
２人でチェックしたが見落とした。 準夜帯との交代時でバタバタしていた。 グリセオールと低分子 グリセオールと低分子デキストランＬの保管場所を隣合わせでなく、他の場所にした。 スタッフに
デキストランＬのパッケージが似ていた。しかも、病棟管理薬の保管場所が隣合わせだった。
パッケージが変わり間違え易いことを注意喚起した。 製薬会社に間違えやすいことを伝達した。
パッケージが変わったことを病棟スタッフは知らなかった。 準夜の担当者は点滴施行中に点滴内 注射薬を準備する人と伝票を読み上げる人を別にした。
容をチェックしていなかった（外袋だけでグリセオールと思い込んだ）。
・日常的には行なっていない事をした ・本来の脱衣籠の位置と椅子を置いた位置が離れている 基本的に何を行なうにしても、患者からは目を離さないようにする。また医師・看護師等から患者
事 ・狭いため、移動で怪我をしては危険だと思い脱衣籠から離れた椅子のある場所で着替えを 様に何かを伝えようとする場合、必ず「お分かりになりましたか」等、質問をし確認を取るようにす
して頂いた事 ・準備をしている患者から目を離してしまった事 ・椅子をどかしたことを患者は認 る。会話によるコミュニケーションをより多くするようにする。
識したように思えたが認識されていなかった事 ・椅子をどかしたことを認識した事をきちんと確認
しなかった事 ・コミュニケーション不足も考えられる

患者要因

不穏行動を予測行動を予測し確認を十分にする必要があった

尿沈渣入力画面において、値を入力後、登録ボタンを押したものと思い込んでいた。 臨床検査シ
ステムの詳細画面において、全監査ボタンを押す前の確認が出来ていなかった。 土曜日の時間
外なので、確認作業は、担当者一人で行わなければならなかった。 この検査システムの尿沈渣
入力画面では、今回の値を入力した後、登録ボタンを押さなくても、次に進むことが出来る。 臨床
検査システムの詳細画面では、全監査ボタンを押すと、尿沈渣に値の入力がなくても、尿沈渣-＊
-監の欄に○印が付いてしまい、未検査の印が付かない。 このため臨床検査システム画面にお
いて、未検査を確認するチェックをいれても、未検査として表されない。
隣同士の患者で同じ日にちに同じ時刻で開始しており、勘違いや間違いが生じたのだと思う。

時間外業務における確認を一人でやらなくてはいけないので、確認手順を決めたマニュアルが必
要である。 全監査前確認の徹底 未監査のみの画面で確認していたが、未検査、未監査、未報
告などのチェックをはずしすべてにおいて検査終了後、確認する。 臨床検査システムのソフトを
改善してチェック機構が、働くようにしなければならない。

確認を十分に行い、リーダーに確認する際も「トルエンを入れるほうがＡ様で、入れれないほうはＢ
様ですね。」という風にきちっと確認するべきだったと思う。

医師の処方ミスと処方後の確認不足。

処方後は必ず処方箋を確認する。

観察不足

セデーションを行う時は中途半端に行わず、しっかり行う。 抑制等を行わず観察している患者の
傍を離れる時は他看護師に観察を依頼して行く。
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具体的内容
背景・要因
患者はバルーンカテーテル挿入中だったが、尿意を訴えていたため、何度も繰り返し説明しトイレ 意識障害のある患者だったが、ベッド柵が2点だった 患者が理解不足であった。
移動は不要である事を伝えた。患者もその場では「そうか 分かった」と言っていたが、その後も起
き上がろうとする動作が見られた。10分から15分前に訪室したばかりであったが、モニターのア
ラーム音に気づき訪室すると、患者が横たわっていた。意識レベル確認し、医師へ報告。その後も
訪室を続けた。
患者はほとんど手を動かすことがなかったため抑制をせずに様子を見ていた。自己抜去などの様 観察不足
子もなかったので１０分ほどベッドサイドを離れ、戻ってくると尿道カテーテルが抜けていた。
患者は意識障害があり、体幹抑制中であった。他看護師が２３時２０分に隣室に訪室した際、本患 転落の危険が高い為、体幹抑制をしていたが排泄欲求に伴い行動したと思われる。
者が隣室の他患者のベッドの横に立ち膝をついた状態で、他患者の体交枕を外し声をかけている
ところを発見される。本患者はトイレに行きたいと訴えられたので、車イスに乗せ、トイレで排尿す
る。本患者は体幹抑制をすりぬけたようである。ベッドより降りる姿は見ていないため、転落したの
かは不明。（打撲などの外傷はなかった。）
患者は化学療法後であり本日よりノイトロジン開始となった。患者に施行すべきノイトロジンをトレ 準備したノイトロジンを、台の横に置いてしまい、自分にも他のスタッフにも気がつきにくい場所に
イの上に準備し患者のベッドサイドに持っていったが、患者が不在であり、そのままスタッフルーム 置いてしまったため、発見できず、施行できなかったと考える。
台の横に置いた。その後他の患者の処置を行い、そのまま忘れてしまった。
患者は化学療法中であり、治療前の腎機能評価のために採尿指示が出された。 日勤帯で、深 検体の採尿漏れ、確認不足
夜入りの看護師3人が、翌日の採血・採尿項目のチェックを行った。更に深夜入り、追加項目がな
いことを確認していた。 日勤者が患者の採血に行こうとした所、採血スピッツの中に採尿スピッツ
が混じっているのに気づき、深夜看護師に確認。深夜看護師は指摘されて、患者に採尿指示が
あったことに気付いた。患者の尿はすでに破棄した後だった為に主治医に報告した所、採血の
データを見て再指示があるとのことだった。
患者は起き上がりや、ライン抜去動作があったため、両手を抑制しミトンをしていた。（左手のみミト 観察不足
ンは使用）１４時４０分頃受け持ち看護師が患者から離れるため注意する事を別の看護師へ依頼
した。別の看護師が大丈夫であろうと患者から離れて、戻ってきた際、患者がＮＧチューブを抜い
ていたのを発見した。ミトンと抑制帯ははずれていた。
患者は禁食中であったが空腹感があり妻にパンを買ってくるようにいいパンを買って食べてしまっ 観察不足 説明不足
た。 妻は禁食であることは知っていたが言い出したら聞かないのでと仕方なく買ったとのこと

改善策
家族へ状況を説明し、付き添ってもらえるよう働きかける。 ナースステーションに近い部屋に移動
させる。

患者は軽度痴呆があり、看護師が内服管理を行っていた。朝食後与薬しようと訪室するが、まだ
食事中だったため、後にしようと思いそのまま忘れてしまい、気づかず勤務終了した。日勤の看護
師が朝分の内服が残っていることに気づき、報告を受け間違いに気づく。内服は医師に確認し、
昼に与薬してもらった。
患者は足を良く動かしていたが右下腿に入っていたドレーンが抜けてしまった。レントゲンにてド
レーンの残存を確認した。
患者は夕方全身麻酔にて右胸腔鏡下肺部分切除を受け、１６時５０分帰室した。術後酸素３Ｌ（毎
分）の指示あり。帰室後より吐き気軽度訴え、嘔吐時の指示で塩モヒ入り硬麻を２ｍｌから１ｍｌに下
げた。２１時３０分少量嘔吐した。そのため酸素マスクをはずし様子みて、ＳＰＯ２９８％以上キープ
しているのを確認した。深夜看護師との申し送りで酸素吸入３日間の指示を指摘され、翌日３時か
ら酸素カヌーラ１Ｌで再開した。
患者へ、ドア付近での車椅子の回転はしないように説明してあったが、車椅子自操可の患者が、
病室ドア付近で車椅子を回転しようとして車椅子の手押しの部分がドアの取っ手に挟まり動けなく
なっていた。昼食下膳時にて発見、介助にて事なきを得た。しかし、自分で何とかしようとして転
倒・転落の危険があった。
患者への投与当日、「エクストラニールの処方にエクストラニールツインバックが支給されている」
との指摘があったので、エクストラニールを病棟へ届けて交換した。 これは、定時処方薬剤の集
計表による病棟毎の取り揃え時に、「エクストラニール」を取り揃えるべきところ、勘違いして「エク
ストラニール（ツインバック）」を取り揃えており、また取り揃えられた薬剤の確認をした薬剤師及び
患者毎の薬剤セットする、薬剤師もこのことに気づかなかったことから間違ったまま支給された。
投与前であり影響がなかった。
患者より、車椅子に乗っていた他の患者が落ちていると伝えられた。ホールへ行ってみると、入口
に座っているところを発見する。

処置板に印をつけていたにも関わらず、最終確認をしなかった。

確認与薬の患者は、自分の記録用紙にもわかりやすく（蛍光ペンなどでチェックする）記載してお
き、チェックしていく。勤務終了時、薬箱のチェックをするようにする。

観察不足 ライン整理が不十分
術後の指示を見ていたが、自己判断で酸素を中止した。判断に誤りがあった。

ドレーンが入っている患者の体の動きに注意し、手に触れないようにラインの整理を行う。 必要
時には医師に相談しセデーションなどの措置を行う。
看護師自身に肺部分切除の術後であるという認識がなく、何のためにということを含めてしっかり
理解出来ていなかったと思われる。自分で判断できないことは他のスタッフに確認するよう注意し
た。

車椅子自操可の患者にて説明が、患者が充分理解していなかったかもしれない。

ドア付近での車椅子回転はしないという説明・指導をする。

調剤ミス、剤形違い、確認不足、思い込み

エクストラニールとエクストラニール（ツインバック）があり、支給時再確認する旨の注意喚起表示
をした。 また、他透析液についても剤型、濃度、用量の違う数種類が採用されており、同様の支
給ミスの可能性があるものについても注意喚起表示をした。

患者を車椅子に乗せたまま、ナースコールの対応に行ってしまい、患者を一人にしてしまった。

意識障害がある場合は動きが少なくても傍を離れる時に抑制させていただく。
体幹抑制をすり抜ける可能性もあるため、うーご君も使用したほうがいいと考えた。

施行できなかった注射は注射用の台の上においておくべきだった。また、患者のところに行くことを
忘れないように、数分後などにタイマーをセットしておくか、自分の目のつくところにメモを残すなど
の対策が必要だったと考える。
採取一覧表とスピッツの照合は、1本ずつ声だし確認する、採尿項目にはマーキングし目立つよう
にする。 採尿は深夜勤務、採血は日勤勤務で実施されていますので、それぞれ採尿一覧・採血
一覧で確認する。

危険行動のある患者様はしっかり抑制をさせていただく。 出来るかぎり眼を離さないで傍で観察
する。
頻回に訪床し観察する。 奥様のことを聞かないようであれば看護師か医師に相談するように家
族に説明した。

普段から危険行動のある患者様であったため、常にスタッフの目が届くようにしておく。 スタッフ
の数が少ない時間であったが、危険行動のある患者を一人にすることが無いよう、休憩中のスタッ
フに声をかけて協力を得るように対処する。
患者より「今日はまだ消毒をしていません」と言われた。昨日もガーゼ交換をしていないことがわ 処置表に患者名を記載していなかった。 当日担当者はガーゼ交換したかどうかのチェックをして 入院時の担当者が責任をもって処置表に記載するようにする。
かった。すぐにイソジン消毒後にガーゼを交換する。
いなかった。
患者より「今日外泊します。先生から許可はもらっています。」と言われた。医師指示簿に記載され 医師の指示がないのに医師に確認をしないで外泊の手続きをした。 本日採血をしたことを忘れ 指示簿に記載がなければ医師に確認する。 患者の病態を把握する。
ていなかった。医師は学会に行っていて不在だと思い確認せずに、１０時に外泊してもらう。１１時 ていた。 化学療法の後であり、白血球が低下する時期であることを忘れていた。 外泊に関して
頃医師が来棟して本日の採血の結果を見てノイトロジン１Ａ皮下注射を指示する。採血の結果を は医師が指示簿に記載しないで口頭指示であることが多い。 医師が昨日は学会で不在であり、
見てから外泊する予定であったことを知る。医師は患者に外泊を許可していた。明日帰院後に注 本日も学会なのであろうと思っていた（本来の病棟ではなく医師からの情報提供がなかった）。
射をする予定になる。
患者より「首の辺がおかしいので見にきてくれ」とナースコールがあり訪室するとＣＶを抜去してい せん妄状態であった。
患者の状態にあわせた対策をする。目の届く範囲の管理、安全帯の使用。
た。「お腹がキュウとなったから、神様が首のものを引っ張ると治るといった。私はやっていない」と
いわれる。当直医に連絡しＣＶを確認してもらった。ＣＶは尖端から抜けていた
患者より「誰かが私の部屋に入ってきた」とコールがあり急いで駆けつけると鍵がかかっていたた 申し送り時間であり、フリーの２名の看護師が頻回に巡視すべきだった。病室に鍵がついていた 常に鍵も用意し、患者の行動も把握しておくよう努める。
め、スペアキーを用意する間に本人が鍵を開けたが、興奮状態であった。入った患者はトイレと間 為対応が遅くなった。
違った様子。
患者より「夕方のお薬」と催促され、夕の配薬ボックスから取り出し与薬した。その後、夕食前の薬 婦人科業務に不慣れであった。 配薬・服薬確認の申し送りを受けていたが、食前・食後薬の確 配薬ボックスを朝食後、昼食後、夕食後と書き換えた。更に食前の分は色分けした。
ではなく夕食後の薬を渡したことに気付く。医師に報告し、患者に謝罪した。患者様に影響はな
認が不足していた。 朝・昼・夕・寝る前という順序と思い込んだ（実際は、朝・昼・夕・寝る前・食前
かった。
１時間となっていた）。
患者よりトイレに行きたいとナースコールがあり、車イスに移乗させようとした際、バランスを崩し、 しっかりとバランスを取れていなかった。
しっかりバランスを取り、落ち着いた状態でトランスファーを行う。
後ろにあった床頭台へ患者を抱きかかえたまま倒れてしまった。
患者よりナースコールあり、点滴が刺入部から漏れているといわれる。留置針とルートの接続が外 ルート確保は医師が行っており、固定方法に問題があった。ルート確保を行った際に医師から看 医師へルートの固定方法について指導する。ルート確保を行いその後の観察を要するときなど、
れていることを発見する。固定のし直しを行うと滴下良好となる。
護師に報告が無かった。
看護師に声掛けするよう働きかける。
患者よりナースコールあり「眠剤はないの？」と聞かれる。投薬箱には１６日分からのは入ってい 薬局からきた薬の処理をした看護師のシステムの理解不足と確認不足。
患者管理なのか看護師管理なのかきちんと理解する。
たが１３日分から１５日分はカーデックス内に入れてあった。特に申し送りはなかった。
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具体的内容
背景・要因
患者よりナースコールあり訪室すると同室の手術後４日目の患者様が上半身裸で隣のベッドの上 持ち込みの眠剤（マイスリー半錠）内服していた。以前にもストレスが溜まっているときに内服する
に座っていた。すでにCVカテーテルは、テープ固定の部分より引きちぎられた様になっていた。出 と似たような事が何回かあったとの事。入院・手術などでストレスが溜まっており今回のような事に
血なし。見当識障害・傾眠傾向あり。待機医師報告し指示にて末梢点滴施行するも再度自己抜去 なったと思われる。
し、医師報告にて朝、医師来院しCV再挿入まで点滴中止となる。朝方意識明瞭となるもライン自
己抜去およびその前後の状況はまったく覚えていなかった。
患者より事後報告 一日分の薬を床頭台においていて朝食後 手前にあった一包化された薬袋を 患者の確認不足
確認せず内服した その後薬袋をみたら眠前と記入されていたため再度朝食後の薬を内服した
患者自身より 主治医と担当看護師に報告された 内服内容的に問題なく本日のみ 眠前内服し
ないよう説明した 他経過観察とする
患者より電話があり、○月７日の検査を都合で行けないのでキャンセルしてくださいと言われ、パ 検査のキャンセルの電話があり、パソコンの画面を開き検査項目のところで中止をかけ、中止と
ソコンの画面を開き、画像上の○月７日シンチ検査の中止をかけ終了。カルテ庫に電話を入れ、 なったのでそのまま終了してしまった。シンチ室に中止の電話連絡を入れていなかったこと、確認
カルテの貸し出しを依頼、カルテが上がりカルテ内に○月７日の検査ラベルのところにキャンセル の際画像画面が注射の時間帯（１回目）、検査の時間帯（２回目）となっていたことに気がつかず、
を記載、カルテにもキャンセルしてほしいと記載しカルテを下げた。検査前日、カルテ見を行った 検査時間帯のところで中止をかければ両方中止がかかると思っていた。前日のカルテ見の時、カ
際、カルテがあがってきており中止したはずなのにと思い、パソコンの画面を開き中止になってい ルテがあがってきておかしいと思い画面を開くも中止となっていたのでカルテを下げてしまった。
たのでカルテをカルテ庫に下げた。当日検査係を行った看護師がカルテを再確認したところ、カル
テがあがってきており、カルテ内にはキャンセルと書かれているのにおかしいと思い、パソコンで確
認したところ、検査２回目のところには中止がかかっていたが、１回目の検査には中止がかけられ
ていなかったので、シンチ室に電話をかけ中止になっているか確認をとったところ中止になってい
なかった。
患者より頭痛を訴えられ、受け持ち看護師が頓服のロキソニン・ムコスタを食後に服用するように 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
渡していたが、患者本人が、受け取ったことを忘れており、再度希望されたため各１錠ずつ渡し
た。渡した直後、受け持ち看護師に報告した際に、重複投与に気付く。しかし、最初に渡したはず
の薬は飲まずに残っており、重複していなかったことが判明した。
患者より同じ薬が２つ有ると連絡がある。看護師による手違いがあり漢詩および確認のミスがあっ 薬用量間違い。
た。 説明により納得を得る。
患者より不眠時の訴えがあり、不眠時薬を渡そうとカルテで他のスタッフと一緒に指示と内服薬の 薬袋に不眠時、不穏時と手書きで記載があり処方箋も一緒に入っているので、薬袋に内服薬を入
チェックをする際に、不眠時薬の薬袋から不穏時の指示薬があやまって入っているのを発見した。 れる際確認をしていなかた。

改善策
眠剤の中止もしくは変更を医師に依頼した

配薬ケース（朝 昼 夕と明記された）を渡し患者様にて配薬し看護師も確認するように

検査のキャンセルの電話を受けた際には、その検査の中止をかけるとともに検査を行う場所にも
中止になった旨を電話連絡を入れる。また中止をかけた項目が画面上きっちりと中止となっている
か再確認を行ない、おかしいと思ったらスタッフにも確認をしてもらうことでダブルチェックができ、
今回のような事故は発生しなかったと思われるので、今後自分自身の目だけでなく他の目でも確
認していく。すぐに検査を行う所に電話連絡ができない場合はメモ用紙に「何月何日の検査中止」
と書いて電話の所に貼って忘れないようにする。

患者に薬を渡す前に受け持ち看護師に確認

処方箋との確認を分包時、総括時に再度見直し。 薬と照らし合わせる。
薬袋に内服薬を入れる際処方箋と照合する。

患者より本日も水様便が出る、と訴えありカルテを確認すると2日前に医師より下剤の休薬の指示 指示があることの表示方式が、従前カルテに指示棒を挟むやり方をしていたのを最近、カルテに 変更後のシステムになれること、また医師も自分が出した指示が拾われているかのチェックを励
が出ていたのが指示受けできていなかったことがわかった。医師に報告して以後の下剤を休薬と つけたカラーシグナルを引き出して見えるようにするやり方に変えたため、不慣れがあったのかも 行するようにしたい。
し、患者に報告した。
しれない。また看護師の指示受けサインを医師の指示記載の下にするようにしているがサイン漏
れに指示を出した医師も気づかなかったと推察される。
患者より薬 リピトールが２週間分不足していることの申し出があった。処方より３０錠のところ１４ この薬は、１０錠のヒートシールでの投薬なので、１４錠が足りないとは考えらない。
同一患者より、２ヶ月続けて薬の不足を申し出ていることより、次回からこの患者へ薬を渡す時
錠足りなかった。
に、錠数を確認することとなった
患者より薬の中に、インスリンが無かったとの、申し出がありました
調剤に対しては、調剤者・ダブルチェック者と３人で確認しており、監査台にもインスリンが余って 最近このような申し出があり、インスリンに関しては３名のスタッフで確認を実施している。今後イ
いた報告は無かった
ンスリンの処方がある場合、患者には、カウンターで内容を確認のうえ渡すよう対策を講じていく
患者をトイレに連れて行き、終了時知らせてくれるようしていたが、患者が自分で車椅子にもどろう 患者の見守りをせずトイレに患者を一人にした。 患者がトイレにいける状況ではない事を確認 危険性のある患者は自分で判断せず看護師に確認して行動していきたい。 自分が介護業務を
として腰が砕けるように尻もちをついていた。 患者を凝固機能低下により、少しの打撲でもかなり せず、自分勝手な判断で介護をおこなった。
行なう時の責任感のない行動が転倒を招いたと考える。どのように患者の状況を把握していった
の皮下出血を起こす危険性があり、数日前にも自分で車椅子から戻ろうとして転倒、臀部に広範
らよいか自分なりに良く考え、自分の行動に責任が持てるような介護を行なって欲しい。 発生
囲の皮下出血を起こし、貧血症状強く輸血等の治療を行なっているときだった。
の要因は、１．見守りの患者であるが一人で移乗しようとした。 2．本人の理解不足。 3．看護職
員の注意不足です。リスクの高い患者の側は離れず、根気強く関って行く事が重要です。免許に
恥じない責任ある仕事を。
患者をベッドから車椅子に移乗しようとした際、車椅子が後ろに下がってしまい、そのまま患者と一 ブレーキがしっかりかかっていなかった。確認不足。 夜勤の朝であり、疲れがあって、力が入りき 移乗に取り組む前に、ブレーキのきき具合を確認する。 体重の多い方等、移乗に工夫が必要な
緒に転倒してしまった。
らなかった。 体重の多い患者であり、一人で移乗するのはかなり力を要する。
患者はカンファレンスで取り上げ、方法を検討し、情報を全体で共有する。 安全を最優先に考
え、二人で移乗介助を行う。
患者をホールに誘導中、用事があり詰所に立ち寄った際、「ドスッ」と物音あり。振り向くと詰所内 車イスに乗車させたときは必ずテーブル等につかせるようにし、常に気にかけながら行動するべ 車イスに乗車させたときは必ずテーブル等につかせ、常に気にかけながら行動する。
にいた患者が、床に額をつけた状態で車椅子より転落していた。
きだった。
患者を起床介助・トイレ介助し、便器に腰掛けてもらう。他の患者が排泄が終わったとの訴えあり、 患者の側を離れたことが原因。ふらついてはいなかったが、起床後でありふらつきが起こることを 他の患者には少し待ってもらうことを説明し、患者の側を離れず支えるなどが必要である。
トイレットペーパーを取りに側を離れた隙に右に倒れ床に転倒する。打撲・外傷なし。
十分考慮して介助する必要があった。
患者を手術室ハッチウェイから病棟ベッドへの移動時バルンカテーテルとハルンパックの接続部 ハルンパックの方がハッチウェイに巻き込んだ 毛布がかかっておりルートが見えにくい状況で
病棟看護師の方にも声かけをして互いの視点から観察する
が外れてた
あった
患者を食堂に誘導していると、トイレから「助けて」と大声が聞こえる。確認すると、ドアに鍵がか 靴が以前はかかとのある靴を使用していたが、現在はかかとがない靴を使用しているため、爪先 トイレを使用する際は慌てないで便器に座るように説明する。靴の検討を図る。トイレ使用時鍵を
かっていた。便器と壁の間に体がはまった状態の患者様を発見する。お尻をついて自分では起き 立ちになって歩いている。そのため、安定がない。
かけない。
上がれない状態でいる。直ぐにＮＳを呼んで鍵を開ける。職員二名でかかえて起す。本人はどこも
痛くないと話される。
患者を立たせたまま家族の方が物を取ろうとした所患者が転倒してしまった。
説明不足
患者を立たせたまま手を放さないように家族に説明した。 患者を立たせた時は歩行器を使用す
るように指導した。
患者家族から「呼吸器のアラームが鳴っている」とナースコールあり。駆けつけた看護師はアラー 人工呼吸器の突然の故障・人工呼吸器は２００４年度購入したのもで新しく、使用時間も １０００ 早期発見のため、呼吸器のアラームのセット、警報をセットしたパルスオキシメーターの装置の徹
ム内容がいつもと違い理解できなかったために臨床工学技士に連絡、至急駆けつけた。看護師は 時間程度であった。・人工呼吸器の使用前点検では異常は見つからなかった。・患者に使用して１ 底。原因がはっきりしない場合は速やかに交換する、アンビューを呼吸器の側に準備する。医師、
アンビューバッグで換気をしていた。呼吸器は機器内部のアラームを鳴らすばかりで正常動作に ０日程度経過しているが、その間使用点検 で前日までは正常動作であった。・使用方法にも特に 看護師、臨床工学技士がそれぞれ点検する。これらのことを院内へ周知徹底できるように、ニュー
復帰しないため、至急代替呼吸器を用意し、駆けつけた医師に装着してもらった。家族には医師よ 問題なく思える。以上のことにより原因を呼吸器本体と考えるため、現在メーカー調査中。
スにて流した。
り、「原因不明であるが、人工呼吸器が故障したため交換した。」と説明あり。
患者外泊の際、他院から処方されている薬を渡し忘れてしまう。家族へ連絡し、病棟責任者が自 外泊時の持ち帰り薬の確認不足。
外泊の場合、その患者の外泊期日、時間、現在の薬物療法、他科受診薬の有無等の情報収集か
宅まで届けた。
ら準備等、様々な看護業務があるが、その中でも外泊薬の準備は特に重要視して慎重に準備、
確認をしていく。
患者管理薬であったが看護師が確認してから服薬してもらっていた。残薬を確認したところ夕食後 確認不足（日時ははっきりしないが朝、昼のいずれかに夕食後薬を服用したと思われる）
内服確認時は指示シートを持参し、指示シートと薬袋と薬を合わせて確認する。
のデパケン錠が１包不足しており、朝食後のデパケンが１包多く残っていた。（朝２錠、昼２錠、夕４
錠で服用） 結果２錠多く服用していた。
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具体的内容
患者入室時より、撮影の説明をし、撮影4方向のうち3方向が済み、側面を向いてくださいと声をか
けて操作室から様子をみていたが患者様が、反応されなかったので、聞こえてないのかと思い、
右側向きますよといいながら、腰を触った。撮影後、フィルムが出来るまで待たれている間、受付
に苦情を言われた。「右側を向いてください」と声をかけたが反応されなかったので、声をかけなが
ら腰辺りを触らせてもらって向きを変えたことを説明したが、気分を害されたままでした。「いつも4
枚撮るのに今日はたくさん撮ったのでは？」と言われ、再撮の説明不足であったことを説明した
ら、「よくなっていますか？」と聞かれ、「ここでは、わからないので、前回と比べて主治医から説明
があります。」と答えたが、無言のまま受付でフィルムを見られていた。側にいたが、撮影モニター
を開きっぱなしにしていることで呼ばれ、患者のそばを離れた。モニターを閉じ受付に戻ったが、患
者の姿が見えなかったので、次のことをした。帰宅後電話をかけてこられて、技師長が対応してく
ださった
患者入浴準備中、浴槽の温度を確認。72度だった。給湯温度調節機は40度で設定してあった。患
者入浴は看護者が水を浴槽にいれ、温度に注意をして行なう。

背景・要因
改善策
一人で歩いて来られていたので、患者がギブス外した後で、動くのに不安があることに気が付か 一人で歩いて来られる方でも、説明したとき、了解を得て対応すること、今後、撮影時声をかけて
なかった。 撮影室に入ってから出られるまで、患者様が何も言われなかったので、コミニューケー も反応されない場合、更に近くで声をかけ、患者が応答（返事）し、承諾を得てから動いて頂くか、
ション不足、了解を得る前に体を触ったこと、再撮の説明不足、受付で患者の対応中、席を外した 触らせてもらって向きを変えさせて頂く。撮影時の再撮、追加撮影をするとき説明をするだけでな
事。
く、同意を得てから行う。撮影後「良くなっていますか？」等の質問に答えてはいけないので、診察
時に聞いて頂くように説明だけでなく、承諾、納得をして頂くようにする。

患者本人が「トイレで転んだ」と詰所へ来られた。右眼瞼上より出血あり。右ひざ擦過傷あり、すぐ
ガーゼにて圧迫固定し、安静をとらせた。
患者用の渡す検査データの用紙をメモ用紙として使用してしまった。
患者用内服薬が病棟に上がってきたので処方箋の控えと確認した。ドプスカプセルが処方であっ
たが、セスデンカプセルが入っていた。しかし看護師も錠数のみ確認し患者に与薬した。５日間服
用後に看護師が気づき事故が発覚した。調剤した薬剤師も思い込みで薬を棚から取り、確認した
薬剤師も見過ごしていた。５日間関わった看護師も沢山関わっているが気づかなかった。患者に
変化はなかった。
感染性アテロームの手術時、キシロカインの局所麻酔を実施した。処置中、一時気分不良となり、
処置後に再度嘔吐と気分不良となり、輸液実施30分後に回復し帰宅した。これまで患者は、歯の
治療経験もなく、アレルギの既往もなかった。
感染性腸炎の患者に、クラビット１００を処方するところを、オーダーのパソコン画面上（２文字入力
による表示）で誤ってクラリス２００を選択し、処方した。薬局の疑義照会により誤りを修正した。
感染性廃棄物入れるプラスチック箱の圧縮時中の血液が飛び散り予防衣汚染

コミュニケーション不足。熱があった為、歩行時にはふらつき等があると予測し、トイレ歩行時は
ナースコールを押してもらうように声がけをすべきだった。
ケアレスミス
メモ用紙使用時は確認を行う。
・薬剤の採用や保管の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 ・業務、労働体 ・薬剤保管場所の変更 ・事故事例の共有で関係部署の注意喚起の高揚 ・確認動作の徹底
制上の問題点

以前より、度々給湯温度調節機の設定温度と給湯温度に差があり、修理をしてきていた。

・多忙で看護師の介助不足 ・キシロカイン初回経験 ・患者への十分な説明

給湯温度調節機の完全な修理と定期点検が必要である。 浴槽内の給湯開始と同時に設定温度
の確認と給湯開始時から患者の入浴終了時まで継続的なお湯の温度確認と観察を行なう。 入
浴開始時の前には必ず、温度確認を行なう。
ナースコールを押すように説明をする。

・キシロカイン初回使用時の十分な観察 ・患者への十分な説明 ・救急体制

オーダーリングシステムが２文字入力のため、絞込みが甘く、名称が類似した薬剤が表示されや オーダーリングシステムを３文字入力に更新した。
すい。
業者からプラスチック箱は圧縮して出すよう言われていた。
１．圧縮は看護師の仕事か。２．圧縮時の予防衣の準備、圧縮用器具の準備、注射器、針は別容
器にする。
感冒の患者にメイラックス錠が処方されていた。主治医に問い合わせをしようとしたが帰られてお ・誤薬リスク認識が低い ・カルテが手書きである ・類似薬危険性に関する教育がされていない ・危険類似名薬の一覧表示
り、非常勤の医師であるため連絡がつかなかった。当直の医師に事情説明し再度診察してもら
い、抗生剤のメイアクト錠に変更した。
環境整備で訪室すると、呼吸器のアラーム点滅していても音が出ておらず、患者を見ると気管カ 看護学生の教育、指導
学生には、アラームがなったら看護師に報告するよう指導、実習の最初のオリエンテーション時に
ニューレと呼吸器の接続がはずれており装着する。患者異常なし。看護学生がその時いたが、ア
機器の取り扱いについて重要性を説明し、機器には触らないよう指導する。本人にもアラームが
ラーム鳴ったが患者がはずれていないといったので消音アラームを押した。
鳴ったらナースコールするよう指導。
環境整備を行っている際、ベッドの下に抗糖尿病薬が落ちているのを発見。受け持ちナース、患 薬を渡しただけで内服したか確認しなかった。 患者は自己管理できるのだと思い込んでいた。
配薬時に飲んでもらい、飲み忘れがないようにしていく。また、昼時間は休憩交代でスタッフ数が
者本人も内服したかどうかの記憶が曖昧であった。
減るので、確実に行え内服できるように体制を整える。
監査終了後、ＭＳ温シップを薬袋に入れ忘れたため
繁忙期で処方が監査台に多く存在し、他のものと少し混ざった状況であり、早く処理しようとしたた 監査手順を見直し、最終的に数・物を指差呼称により確認することを実行する。
め、気が焦り、確認が不十分となった。
監視モニターで掛け物を取っている動作を見たので訪室する。尿留置カテーテルが固定水が入っ 不穏が強くセレネース等を使用していたが、当日は使用していない。
尿留置カテーテルの必要性の検討 必要時了解を得て抑制
たまま抜けていた。
看護スタッフが巡視中、他の患者の介助をしているときに物音がしたため、病室に行って見ると、 患者は歩行能力はあるが、理解力が低下しており、トイレから自室に戻る際も、自室がわからなく 看護師は排泄パターンを把握して、トイレに誘導する。ベッドサイドの電気を消さない。患者の家族
顔面から血を流して立っている患者を発見した。患者は、自室からトイレに行って戻ったところだっ なることがあった。患者は睡眠剤を常用している。患者に、夜間は尿器での排泄やベッドサイドの に協力をしてもらい、転倒防止のための靴をそろえてもらう。また、家族にも転倒の危険性が高い
た。
電気をつける、滑りにくい靴を履くなどの指導をしても、理解と協力が得られない。転倒危険度
ことを説明して理解してもらう。
が？と高い状態だった。事故は入院２日目で、看護スタッフが患者のことを十分理解できておら
ず、排泄や介助の方法が確立できていなかった。
看護学生と点滴準備する際、理解できている物と思い込んでいたら、点滴の中に静脈注射を混注 看護学生実習者に対する業務確認
学生には、十分に説明を行うとともに、準備中などは目を離さずしっかりと確認する。
していた。再度指示表で静脈注射であることを確認説明し、新しく準備しなおすよう指示した。
看護学生に三方活栓の使い方を実習し施行したが１０分後点滴が漏れていることに学生が気付き 学生の教育、実技の仕方
数年前より輸液準備のみで三方活栓操作は行わないことになっていたのを看護師が把握してい
輸液セットの先端キャップをはずしていないまま繋いであった。
なかった。学生の実技をしっかりっと観察する。
看護学生に配膳指示不十分だったため他患者に配膳した。
情報の伝達の仕方
フルネームを言って指示する。患者にも名乗ってもらう。
看護学生より「車椅子の患者様が床に落ちたみたいです」と報告受け訪室。床に仰向けの状態で 安全ベルトが装着されていなかった。 安全策に対する甘さ
充分転倒、転落の危険性は予知出来たため、予防策として安全ベルトの装着を心がける
倒れている。 意識レベル異常なく、外傷なし、Dｒ診察。
看護記録室の冷蔵庫を開け経管栄養の入ったコップを出し飲んでいるところを発見する。
個室管理が必要な患者であったが、個室がふさがり大部屋を個室として入口をベットでふさいでい ベッドとカウンターの隙間を作らないよう貼紙をはり注意を喚起する。
た。ベッドとカウンターの間があいていたため自力でベッドを動かし病室から出てきた。
看護師・介護福祉士・看護助手でチームを組み入浴介助を実施中、気管切開されカニューレにて チームで移動、入浴介助を行なうため、入っているラインの管理を誰がするか、最終責任は誰が 当日の入浴患者リストの作成し、確認必要事項を朝の段階で打ち合わせする。最終責任は受け
酸素投与中の患者の入浴時、移動にてストレッチャーへ移動し酸素ボンベに接続管をつないだと 持つのかが明確でなかった。また、入浴者が複数いるため、急いでいて忘れてしまった。
持ちが持つ。この案を病棟で検討中。
きボンベの元栓を開け忘れた。入浴室に到着時他の看護師が気がついた。患者に異常はなかっ
た。
看護師１名とヘルパー１名で肢体不自由児５名（二つの病棟に入院中）を各車椅子にのせ運動場 車椅子のストッパーの確認を怠った。ヘルパーとの責任分担・協力体制・意思確認がないまま行 他病棟に入院中の患児と行動を一緒にするときは、責任分担をしておくこと。病棟間での話し合い
へ散歩に出た。１階玄関（自動ドア）を開錠し、児を一人づつ外へ出した。３名を出した時、続く児を 動した。
が必要である。車椅子の停車位置の確認をすること。
出そうとしてその３名に背を向けた。次に振り返ると内１名が階段間際におり、危険を感じ駆け
寄った直後に、車椅子ごと階段（数段）より転落した。車椅子のブレーキをかけ忘れていたことに
気付いた。児に外傷はなかったが、医師が診察し、経過観察となった。
看護師２人で内服薬を確認し内服薬を薬袋から取り出した。内服させる際にも２人の看護師で確 受け持ち看護師が内服薬を取り出すルールになっていたが、今回はリーダー看護師が取り出し受 受け持ち看護師が責任を持って確認作業を行う。 日付・日時までの確認を行い内服させる。
認を行い内服させた。しかし、次の勤務者が内服薬を取り出す際に、内服が済んでいるはずの内 け持ち看護師と確認を行って内服させていた。 日付・時間までの確認が不十分であった。
服薬が残っているのを発見した。時間が違う内服薬を内服させていたことに気がつく。
看護師Ａが、１１日に処方された薬剤で、医師の指示は１３日から服用する薬剤を誤って１１日か 看護師Ａが処方箋をきちんと確認をしなかった。看護師Ａはその薬の目的を分かっていたが、患 与薬係の看護師は、処方箋に記載された内容をすべて確認する。与薬係の看護師は、担当看護
ら服用するよう患者に説明をして渡した。患者は理解力が十分あり薬剤を患者に渡して自己管理 者が抗生物質の点滴を施行していることを把握していなかった。そのため、処方当日から、服用す 師と連携を取り、どんな薬がいつから服用するよう処方されたのかを、報告する。看護師は、カン
するように説明をした。処方箋控えを見た看護師Ｂに指摘されて誤りに気付いた。
るものと思い込んだ。現在の看護体制では、与薬係の看護師が患者の状態や点滴の施行状態を ファレンスで患者の状態を把握するよう努める。
把握することは困難。処方箋に記載された医師の字が汚くて読みにくかった。
看護師Ａが、Ｃ氏に処方されている内服薬をＢ氏に配薬した。Ｂ氏に確認されて、薬包を確認した 1日づつ配薬する患者は約１０名いた。看護師Ａは１０人分を一度に配ろうとして、処方箋と薬剤を 看護師は、薬包に患者氏名が印刷されていない場合は、一目でわかるように患者氏名を薬包に
看護師Ａが誤りに気づいて、薬を回収した。Ｂ氏、Ｃ氏ともに配薬方法は、１日分づつを患者に配 照合しながら、トレイに一人分を輪ゴムでまとめて並べておいた。その止め方がゆるかった。今回 書いてから与薬する。１日ずつ配薬するトレイの工夫をする。小分けされたトレイに患者名を示す
薬する方法であった。
間違えた薬剤は酸化マグネシウムで、当院で分包するものではないため、薬包に患者氏名が書 札を立てておき、その中に入れることができるようにする、など。
かれていない。そのため、１つの薬包に患者氏名を看護師Ａが書き入れたが、その字が小さくわ
かりにくかった。
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具体的内容
看護師Ａが、胃薬１回１包を１日４回服用している患者に、１回２包１日２回投与と処方箋を見間違
えて与薬準備をした。夕食後の薬の与薬に行った看護師Ｂが、いつもと量が違うため、処方箋と照
合して間違いがわかった。夕食後の薬は服用していない。昼食後に服用すべき薬剤が投与されな
かった。

背景・要因
看護師Ａは、与薬業務に慣れていなかった。看護師Ａは、医師の手書きの処方箋の文字をと見
誤った。これは、医師の字が読みにくく、また手書きだったためによることと、看護師Ａの気持ちに
ゆとりがなく、あせりながら仕事をしていたこと、思い込んでしまったあと見直さなかったことなどに
よる。臨時処方箋が多く、与薬係の看護師の仕事量が多いこと。看護師から何日分出してください
と言わないと、機械的に７日分の処方を医師が出すため、なかなか定期処方に継続しないこと。
新入職員の与薬係のオリエンテーションの方法と内容。新入職員に対するスタッフのフォロー不
足。
看護師Ａが１４時頃無菌室の清掃中に輸液ポンプのコンセントが外れかけ、アラームがなったため ポンプ再起動後も訪室をしているが、輸液ポンプの作動状況を確認していない。機器使用時の
再起動の操作を行なった。しかし、１７時に点滴の切り替え時に訪室した際、輸液ポンプが作動し チェック表などが無く、観察・管理は個人レベルで行なわれているため、画一されていない。
ていないことに気づく。免疫抑制剤が３時間中断した。
看護師AがＨＤＦのプライミングをした際に、補液量の設定を8.5リットルとするところを6.4リットルに 同じＨＤＦ用の機械を使用し、補液量が違う患者がいるので思い込みがあり、誤りが生じた
設定してしまった 一時間後とに血圧測定、機械チェック等を行っているが気付かず見落としてし
まった 看護師Ｂが回収する時間になり補液が一本残っていたため設定の誤りに気付き、医師に
報告し患者に説明し了解を得て回収した
看護師Ａが患者に点滴を開始した。本来３時間かけて滴下する５００ミリリットルの点滴が、看護師 末梢からの点滴だったので、体位や手の位置で滴下速度が変わった可能性がある。看護師Ａの
Ａの調節不備で1時間で滴下してまい、終了しているのを看護師Ｂが発見した。
滴下調節不備。同種の事故が繰り返しているのにも拘らず、有効な防止策が実施されていないこ
と。看護職員の意識の薄さ。

改善策
慣れていない看護スタッフに対するフォロー体制を作る。医師は処方箋を読みやすい字で書く。ま
たはオーダリングの導入。看護師は、与薬の際はマニュアル通りに確認を行う。医師は、臨時処
方をなるべくなくし、定期処方につなげるようにする。

指差し・声だし確認の徹底。機器使用開始時・再起動時などは別のスタッフによる起動点検を行な
う。輸液ライン・機器作動点検のチェック表を作成し、活用する。
透析記録用紙に、チェック項目を設ける

看護師は、点滴速度の調節を確実に行う。必要時は機械が示す速度を目安に調節を行う（滴下
速度を音で知らせる携帯型機械を使用する。）担当看護師以外の看護師も、点滴の速度の調節
に関心を持つ。点滴のボトルに滴下時間を（○時～○時まで）ボトルに記載しておくことにより、訪
室したスタッフの注意喚起をする。高齢者に対しては、看護師は点滴速度をゆっくりめにするよう
心がける。
看護師Ａが休憩で不在中に医師より光線療法中止の指示が出た。看護師Ｂは治療を中止し、保 本院では光線療法中は保育器内の温度が上昇するため、通常設定温を０．５度下げている。反対 保育器設定温の変更時は、ダブルチェックを行なっていく。また、設定温変更による体温の変動が
育器設定温を上げたつもりであったが、実際は下げてしまっていた。そのため看護師Ｂは看護師Ａ に治療中止と同時に設定温を０．５度上げて体温調整をしている。今回はこのルールが守られて ないか臨時検温を行なっていくこと徹底。
に光線療法の中止と保育器の設定温を下げたことを報告し、観察を依頼した。看護師Ａは、報告 いなかった。また、看護師Ａは経験年数が６ヶ月であったが、他のスタッフのフォロー体制が不十
を聞いたが保育器温を確認せず、次の業務を開始してしまう。準夜になり体温が徐々に下降して 分であった。
いた。低体温による呼吸抑制や循環不全、低血糖に陥る可能性があった。
看護師Ａが採血と全尿の指示受けを忘れ、検体をとり忘れた
指示書と伝票の確認が不十分であった
確認が必要であった
看護師Ａが指示箋を確認したあと、ダブルチェックのため看護師Ｂが再度指示箋を確認していて、 看護師Ａは、点滴投与の目的や理由を考えずに指示箋を確認した。看護師Ａは、指示箋確認時 看護師は指示箋確認時日付や時間に十分注意をする。看護師は施行される点滴の内容とその目
翌日の指示を当日行うと思い、点滴を準備したため、看護師Ｃがそれを施行した。看護師Ｃが点 に日にちの確認を十分に行わなかった。看護師Ａが指示箋確認時、数回ナースコールによる中断 的を理解して、施行する。また、患者にも説明する。看護師が確認するための、書き出し表を用い
滴施行後指示箋にサインをしようとして、日にちが違っていることに気付いた。患者は翌日手術予 があり、集中して確認することができなかった。看護師が確認しながら、書き出し表に転記してい ず、伝票や指示箋を元に確認できるシステムの導入。
定で、術当日夕方の抗生物質投与の投与指示が前日から出ていた。
る現在のシステム。点滴施行時に指示箋と点滴を照合できない現在のシステム。夕方の点滴施
行時には、書き出し表と点滴の照合のみで、指示箋との照合は行われない。（3回確認は事前に
行っているが、それは書き出し表をもとにしたものである）
看護師Ａが朝、医師の指示箋と準備された点滴の照合をしていたが、前日に入院した患者の点滴 前日の準夜帯での入院であり、通常前日に準備しておく点滴がこの患者については準備されてい 指示箋を確認する看護師は、１枚ずつ確実に指示箋をチェックする。前日の入退院や転室につい
の指示が出ているのに気付かず、準備をしなかった。そのため、患者に点滴が投与されなかっ
なかった。看護師Ａは医師が指示した点滴が準備されていないことに気付かなかった。看護師Ａ ては、休日であっても全スタッフが把握できるよう、全体の申し送りを全員が聞くようにする。担当
た。巡視に行った担当看護師Ｂは点滴が行われていないことに気付かなかった。遅番看護師が指 は、患者の指示箋を飛ばして指示箋を確認した。担当看護師Ｂは、患者に出された指示を把握し 看護師は、患者に出されている指示内容を把握してから巡視に行く。点滴や注射を行った看護師
示箋の確認をしていて、点滴がカウンター内にないことに気付き、投与忘れが発見された。
ておらず、巡視に行ったとき、点滴が行われていないことに気付かず、発見が遅れた。点滴に行っ は、他の処置に行く前に必ずサインをする。それを総合リーダーが確認し、点滴等が確実に投与
た看護師Ａと看護師Ｂは、点滴施行後指示箋のサインを行わず、他の処置や与薬を先に行った。 されているかを確認できるようにする。休日のスタッフ数の検討。特に不慣れなスタッフがいる時の
そのため、サインをしながら指示箋を確認することをしなかったため、患者に点滴が投与されてい フォロー体制を確立する。点滴施行時にサインや確認ができるシステムを導入することが望まし
ないことに、気がつくことができなかった。休日のため、スタッフ数が少なく看護スタッフ全員にあせ い。
りがあったし、また、多忙でもあった。看護師Ａは入職後３ヶ月で、もうひとりの点滴に関わっていた
看護師Ｂは、業務に不慣れな分、気持ちにゆとりがなかった。前日に入院があったことを、点滴に
関わっていた看護師ＡとＢは把握していなかった。点滴施行時に、サインや確認ができるシステム
が導入されていない。
看護師Ａが発熱の為、ボルタレンＳ１２．５ｍｇを挿入したが、病棟引継簿に未記入のままで、口頭 スタッフ間連携不備。
施行したことは、必ず申し送り、引継簿にも記載する。
での申し送りもなかったので４０分後に訪室した看護師ＢもボルタレンＳ１２．５ｍｇを挿入してし
まった。
看護師Aは８日の２３時の巡視時に左側臥にした。右手にアンギオが入っていたが、右手はあまり 手の動きも少しづつ良くなってきているテープの後が痒くなっているアンギオ挿入部に違和感を感 ・抑制帯の使用・メガホンの使用・手を上に出しておく・包帯で挿入部を保護する。
動かせない手だったので左手と離していたら大丈夫と思って布団を掛けていた。９日の１時の巡視 じている。手が思うように動かせない
時深夜勤務者のBがオムツを交換するのに布団を取ってアンギオ抜去と出血に気付いた。止血後
足にアンギオを再挿入した。
看護師Ａは当日８時に内服する麻薬オキシコンチンを飲ませるとき６T/2×１の指示を６T/３×１と 同時刻にでオキシコンチンを３T/３×１で内服している他の患者と混同してしまい思い込んだ。麻 確実なダブルチェックを行う。カルテだけでなく伝票も一緒に確認する。患者がどのように内服して
思い込んだ。ダブルチェックを行った看護師Bも同様に思い込み、患者に誤って２Tのみ飲ませた。 薬であるという意識が低かった。
いたか把握する。麻薬であることを十分意識し確実な確認を行う。
同日準夜の看護師Cが気付きDｒに報告。痛みの出現みられなかったため様子観察となった。
看護師Ｂと看護師Ｃで点滴のダブルチェックするも、点滴のスピードの誤りがあるが気がつかず、
看護師Ｃが点滴交換し、受け持ち看護師Ｂは、午後より気がつかず、準夜看護師により発見され
る。
看護師が リコールの検体を持ってこられ 検体に Ｐと特と表示されていたので 外注検査だと思
い込み 外注の検体置き場へおいた。
看護師が、気胸後アスピレーションチューブ挿入中の患者を訪室時、チューブの固定がずれてい
ることに気がついた。患者へ臥床しておくよう説明し、その場を離れた。5分後患者より「チューブが
抜けた」とナースコールあり。病室を離れた間に患者が動き チューブが抜けてしまった。
看護師が「アンスロビンＰ５００単位１Ｖ下さい」と言ってきたため、注射箋を確認せず１Ｖ出してし
まった。注射箋には３Ｖと記載されており、ＤＩＣの患者であったことから３Ｖ必要と気づくべきであっ
た。看護師も１Ｖのみ施行した。
看護師が１日分ずつ患者に配薬している時の飲み間違い。看護師は通常当日昼から翌日朝まで
の薬を配っている。看護師が昼食後の薬の服薬状況を確認しに訪室したところ、昼食後薬ではな
く朝食後薬を服用した後だった。薬剤は降圧剤。

看護師Ｂと看護師Ｃのダブルチェック時、すでに看護師Cにより、準備されていた。（受け持ち看護
師はB）ダブルチェックが、確実にされていなかった。看護師Cが、注射伝票と照らし合わせて点滴
交換していない。
病棟から検査結果の問い合わせがあり、検体を検査担当者の場所に置いていなかった為 緊急
報告が遅れてしまいました。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 ・業務、労働体制上の問題点

受け持ち患者の点滴は、受け持ち看護師が準備する。ダブルチェックを確実に行う。他の看護師
が点滴交換する場合は、必ず注射伝票と照らし合わせる。

知識不足､及び確認不足

注射箋の確認を必ず行うと共に、薬剤に関する知識をもっと深める。

各検体に記載されている 容器種類、検査内容を表にまとめ 院内実施分か、外注分かを把握す
る。 また 見慣れないものは 検査システムにて到着確認し 検査内容を確認する。
・その場で自分が対応できない時は、他のスタッフに処置を依頼する。・長期間留置するチューブ
はナート固定を医師へ検討してもらう。院内での基準を作る。

看護師は、患者の理解度を把握していない。与薬係の看護師は、患者の理解度に関する情報は 与薬係の看護師は、リーダーや他の看護師と連携を取り、配薬方法を決定する。現在の機能別看
あまり入ってこない。そのため、配薬方法の選択をするのが難しい。看護職員間の連携が不足し 護体制の見直し。薬包に人目で服用時間がわかるように色別の表示をする。
ていた。与薬係の看護師は、リーダーに患者の理解度を確認して、配薬方法を決めなかった。薬
包に朝昼夕が一目でわかる表示がない。薬包に朝食後、昼食後等は書かれているが、字が小さく
て読みにくい。
看護師がＡ氏に処方されている食前薬（経口血糖降下剤）を、Ｂ氏に服用させた。Ａ氏、Ｂ氏ともに 看護師は、Ａ氏、Ｂ氏は性別、年齢が近いうえ、入院時期がほとんど同じである。また、入院後数 看護師は、与薬の際には、患者氏名と薬の内容を必ず確認する。看護師は、服用介助時にマニュ
痴呆症による理解力の低下がある患者である。
日しか経っていないため、患者を混同した。看護師は与薬の際、ベッドネームで確認せずに与薬 アルどおりの患者確認を必ず行う。土曜、休日の勤務体制の検討。
を行った。土曜日で多忙のため、看護師の気持ちにゆとりがなかった。
看護師がクロスマッチへ提出するため、薬剤部へ血液を取りに行った。看護師が患者の氏名と血 血液の受領は、血液箋の控えで確認することになっているにもかかわらず、受け取る側、払い出 取り扱い方法を守る。
液型を口頭でいうのを聞き、薬剤部の係りは、その時同じ血液型は一人分しかなかったため、氏 す側の両方が確認を怠った。
名を確認せず払い出しを行った。看護師はクロスの伝票を記入し、血液を薬局の保冷庫に預け
た。 薬剤部の係りが、保冷庫に入れる際、伝票をみて血液型が違うのに気づいた。看護師はそ
の時検査室へクロスマッチに提出に向かっていたため、すぐに連絡し正しい血液を検査に提出し
た。
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具体的内容
看護師がホールで助けてと声を発す。椅子を振り上げる本人と看護師とが椅子の取り合いになっ
ていた。椅子を取り払った直後、看護師を叩く
看護師からインクレミンシロップが１回量0.5ｍｌ指示であるのに、薬ラベルに記載１ｍｌになっている
と連絡があった。 通常１ｍｌ以下の場合、単シロップを加えるが、新生児室に関しては、院内で単
シロップを加えないことの取り決めがしてあった。
看護師がラウンドして訪室したら「冷たい」という声が聞こえた。みるとベッドの下に横になってい
た。聞くと歩こうとしてすべったとういうことであった。バイタル問題なく当直医に連絡し様子観察で
すんだ。普段から一人でポータブルトイレ移動しているが以前にも転倒の既往あり注意を怠ってい
た。ポータブルトイレやベッドの位置などの工夫が必要である。
看護師が医師の指示の生食98ml＋ノルアドレナリン2mlを調剤しようとしたところ、薬局からノルア
ドレナリンではなくノバミンがセットされてきていた。未然に気がつき、患者に実施されることはな
かった。
看護師が化学療法の治療薬を準備し，医師に投与を依頼したところ，「今日は中止」との事。 化
学療法薬以外は投与されていた。静注だったので医師に依頼したがそうでなかったら事故になっ
ていた。指示票上中止の指示はなく，看護師への連絡もされていなかった。 患者へ中止の報告
をした（影響はない）。
看護師が患者Aの薬を患者Bに配り、別の看護師がそのまま 服用させてしまった。患者は異常な
く過ごされた
看護師が患者に１日分ずつ配薬し、管理している患者に対する事故。看護師Ａが患者に対して１
日分を配薬した。看護師Ｂは枕元にある薬を事故当日服用するものと思い、患者に確認したが
はっきりした返答がなかった。そのため、看護師Ｂは患者が服用していないと思い込み、服用を促
し、患者が服用した。看護師Ａが患者の枕元に薬がないことに気付き、看護師Ｂに確認して事故
が発見された。薬は朝１回のみの服用で、昼、夕の服用はない。

背景・要因
「学生が4人もきているのに誰も話しかけてくれない」と話すが、その前から不機嫌であった。

医師の指示により筋肉注射をした

改善策

思い込み 特別ルールの問題

確認の徹底

９４歳だが一人で歩けるので大丈夫という看護師側の判断にあやまりがあった。環境を工夫して
いない。ベッド柵転倒防止マッドなど

環境整備。安全の面を考えベッドサイド周囲の物品配置を考える。転倒の危険性のある人はセフ
ティパンツをすすめる。

薬局での調剤のセット・監査のダブルチェックのマニュアルが不備なのか、現在薬剤師が分析中。 薬局におけるダブルチェックの作業の分析中。
また、ノバミンは遮光になっているため、形は似ていない。思い込みがあったのと、多忙な業務が
あるのではないか。
医師と看護師のコミニュケーションが出来ていない。 日頃から連絡体制が悪い。 医師の役割分 医師と看護師の連絡体制の見直し。 医師の意識改革と教育方法の見直し。 責任医師の指導
担，責任意識が低すぎる。
法の改善。
受け持ち看護師が責任もって与薬していない 昼の休憩時で、担当でない看護師が与薬したこと
与薬時声だし確認をしていない
薬包に患者氏名、朝昼夕食後とは入っているが、服用日が印刷されていない。看護師Ａと看護師
Ｂの連携が不足していた。看護師Ｂが処方箋をみるなどの確認を怠った。事故当日は休日で、ス
タッフが少なく看護師は多忙だった。看護師Ｂは事故の前日も患者を担当しており、前日服用を忘
れていたことから、事故当日も服用していないと思い込んだ。看護スタッフ間の役割分担が不明確
だった。患者の理解力を看護師が把握していなかった。患者に対する適切な薬剤管理方法の選
択ができていなかった。１日毎の配薬をするのであれば、患者が間違わないように、薬包に日付
を入れておく必要があった。現在の機能別看護体制では、与薬係の看護師が患者の理解度や特
徴を理解し、適切な管理方法を把握することは困難である。看護師Ａは、与薬を先に行い、処方
箋にサインを行っていなかった。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点

与薬に関することは受け持ち看護師が全て責任もって実施する 昼の休憩の場合も、受け持ち看
護師が与薬する ルールを守り声出し確認をする
患者の理解度に合わせた薬剤管理方法を行う。１日配りの患者であっても、その患者に合わせた
援助をする。日付を入れる、朝、昼、夕と色別の線を入れるなどの工夫を看護師と薬剤師は行う。
休日の看護スタッフ間の連携を強くする。少ない人数なので、誰がどこで何をするのか予め話合っ
て決めておく。看護師は与薬の際、必ず処方箋にサインを行い、他の看護師が確認できるように
する。患者の情報を看護スタッフが共有できるよう、カンファレンスを有効に活用する。

看護師が患者に検査があることを伝えていなかったため、患者は帰ってしまった。伝票のみ検査
患者への説明を徹底する。 確認を徹底
科へいった。
看護師が患者を呼び入れ、造影剤の注射を実施し３回名前を確認、その後技師も２回名前を確認 患者確認の為ダブルチエツクは実施していたが、患者本人から氏名・生年月日を言ってもらうこと ルールどおり、ダブルチェックを実施し、患者本人にも名前・生年月日を言ってもらい再度確認す
し、検査後患者間違えに気付いた。患者は確認に対し、すべてはいと答えていた。
は実施しなかった
ることを徹底する
看護師が管理していた薬と、新たに処方された薬を一緒に飲ませてしまった。
もともと認知力低下している患者の薬は、看護師管理していた。そこに、新処方がでて患者管理と 認知力低下のある患者の薬は、全て看護師管理とする。(一本化する)
したため重複してしまった。
看護師が検体（膿瘍）の入ったスピッツを２本持ってきた。両方ともに培養のラベルが貼ってあった 確認不足
病理のオーダーの確認の仕方や引継ぎについて病棟で話し合ってもらう。
が、１本は細胞診用のスピッツだったので念のため、「細胞診はないんですね？」と聞くと「はい、
ありません。」と言われた。しかし、スピッツに貼ってあった培養のラベルの採取番号が２本とも同
じであったためおかしいと思い、細胞診のオーダーを確認した。するとオーダがかかっており、ラベ
ルも発行済みとなっていた為病棟に問い合わせると、ラベルは病棟にあったためすぐに持ってきて
もらった。
看護師が術前オリエンテーションを行ったとき、母親から「ミルクは飲んでもいいか」との質問に、 乳幼児にかかる手術関連知識
乳幼児関連知識の教育をする。
麻酔医２人が「いいです」と回答してしまいそのまま母親に指導した。
看護師が人間違いして、注射してしまった。AさんをBさんと思い込んでいた。注射内容は利尿剤で 多忙で、名前の確認もしていなかった。
名前と顔の確認。思い込みの作業から確認の作業へ、点滴時の交換、施行時の名前、IDの確
特に間違った患者様に影響はなかった。
認。意識ある患者では名前の確認、ID確認（特に普段顔見知りでも）、バーコードの導入検討
看護師が他の患者の採血管で採血したことに気付かずに検査へ提出した。検査部は前日の検査 前日に患者が移室しており、ナースステーションのホワイトボードに移室した患者様はわかるよう 患者を間違えないために指差し呼称をするようにしているシステムを守っていないため、リスクマ
結果と大きな差があるため病棟に連絡した。 病棟は検査部からの連絡で患者間違いが判明し に書いていた。 採血した看護師は早出業務であったため、口頭での移室の申し送りは聞いてい ネージャーが中心になり毎日指差し呼称を行ったかをお互いに確認しあうことにした。 患者に名
た。
なかった。 ホワイトボードを見たが、看護師は患者の移室を認識し出来ていなかった。 採血時 前を言って頂くことを怠っていたので必ず実行する。
に患者に名のって貰っていない。採血管と患者の照合をしていなかった。
看護師が特殊蓄尿の検査必要量を確認せず残尿を廃棄したため、検体量に不足が生じた。
必要量を確認しなかったため検体量に不足が生じた。
検査の種類および検体量の確認を徹底する。
看護師が病室に訪室すると患者様がベッド横の床に仰向けに転落していることを発見する。
ベッド柵の長さが短いため隙間ができそこから落ちる
痴呆があり、家族の同意を得てベッド柵を４点配置する
看護師が訪室し、母親が振り向いた時、患者が後ろ向きになった母に近づこうとして足から落ち 柵が上がっていなかった。声かけのタイミングが悪かった。
患者状態を確認してから、声かけを行う。入院時のオリエンテーション・訪室時・朝の放送など、指
た。当直医師に診察してもらい様子観察となる。
導を促していく。気が付いたら、柵を上げる。
看護師が夕の薬を投薬箱に入れる作業をしていたところ 患者の昼の薬が残っていることを発見 投薬箱の底に薬が残っていることを十分確認していなかったこと
薬を確認したのち、投薬箱から別の箱に移し、投薬箱の中を 確認し、ナースステーションの定位
したこと。
置に箱を伏せて戻すことに 改善することとした。
看護師で内服管理中の患者様に必要な与薬を行おうとした。実際には、術後中止になっているパ 気持ちが焦っておりチェックリストでの確認を怠った。
チェックリストを必ず確認する。 チェック票に内服不要な箇所には×印をつける。
ナルジンを内服させてしまった。内服再開日に薬のセットをしている看護師が薬が足りないことに
気がつき発見された。抗血栓ざいであるため術後の出血を増長させる恐れがあった。
看護師と家族がムンテラの打ち合わせ中患者のみ病衣のままタクシーに乗って帰宅した。タク
・オリエンテーションの不十分（夜間入院）・病衣でもタクシーが乗せてくれる・難聴で理解の確認 ・夜間入院の患者へのオリエンテーションの方法を再考・説明の後の理解しているかの確認をす
シーの乗員に確認。無線で乗せたことを確認し自宅に送り届けたことがわかった。家族にも帰宅し が難しい
る・タクシー会社との連携
てもらっていたので自宅に無事着かれていることを確認。
看護師と児童指導員、保育士が付き添って人工呼吸器装着中の患者と社会見学に出かけた。患 通常は外部バッテリーを２台持参して外出するが、１台しか持っていかなかった。しかも持参した 外出時は必ず外部バッテリーを２台持参する。人工呼吸器の学習回を行う。
者が買い物をしている最中にアラームが鳴ったため吸引施行したがアラームは解消しなかった。 バッテリーは劣化していたため急速にバッテリーが切れ、いつの間にか内部バッテリーに切り替
何のアラームが鳴ったかは確認していない。外部バッテリーをチェックしたところ、７０％だったが数 わっていたのに気付かずにいたため突然電源が切れた。アラーム確認を行っていなく、経験によ
分後に人工呼吸器の電源が切れた。専用のバスへ移動しコンセントに接続したところ異常なく作 る勘、慣れで対応している。人工呼吸器に関する知識不足。
動したが、アラーム音が発生し鳴りっぱなしとなった。対応した看護師はあわててしまい蛇管交換
を行ったりした。早めに病院へ戻った後は異常なかった。
看護師に報告処置してもらう
注意不足
爪を少しずつ切っていく
看護師の休憩室に行ったところ、向いの病室の患者が座位の状態で床にいた。あたりはものすご 高齢と言うこともあり、また、夜間眠剤服用していた。昨日は眠剤調整のため内服していなかった 夜間から異常行動がみられていた為、詰所から離れたところに患者一人にする時には、危険性が
く水浸しになっており、痛みを問うと右足首に訴えあり。すぐに他のナース呼び、車イスへ移動。右 とのことだが、夜間にかけ落ち着きなく行動していた為要注意だった。生活動作的にも、低下が見 高い為要注意であった。
足首の痛みは持続なく、腫脹・発赤なし。病室が清掃されたところで臥床させるが、夜間より意味 られていたため排泄欲求やその他行動にも配慮していかなければならなかった。
不明な言動続いておりほとんど眠っていないとのこと。意識レベル低下なく、Ｄｒ報告するが経過観
察となる。
看護師の他チームが施行したり点滴の順番間違えた。残があるのに追加した。
業務手順確認
チームの看護師に声をかけてから点滴追加する。追加時は再度確認する。
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具体的内容
背景・要因
看護師はカリウム３コンマ台の患者の点滴メニューの補正について医師に報告相談した。その後 ・コミュニケーションの問題 ・ＰＣシステム停止時の情報伝達の問題
検査室から電話があり他の看護師が対応する。電話対応した看護師よりカリウムが６．８であった
と伝えられる。それを聞き、突然の高値に疑問を感じたが他の業務と重なり医師にそのまま報告し
てしまう。そして高カリウムに対し処置が行われた。他の処置がひと段落し、ＰＣ基幹システムで
データの再確認をするとカリウム３．１、カルシウム６．８と出ており検査室に確認の電話をすると
「カルシウム６．８と伝えたはず」とのこと。直ぐに医師に報告し再度処置を行った。 ＊当日は点検
の為ＰＣが止まっていた。データは検査室に取りに行くか電話することになっていた。 ＊検査室は
医師にカルシウム７以下なら電話するよう依頼されていたとのこと。
看護師は点滴の指示が1本しかないと思っていたので実施入力の時に2本目が追加されたことを 点滴指示について、医師は当日オーダーを入力した場合は指示伝達をクリックし、看護室にア
見落とした。夕方の実施確認の時に気がつき、指示受けして実施した。点滴の実施時間が準夜勤 ラームで知らせる手順であったが、実施していなかった。医師と看護師の間の連携不足であった。
務帯に延長してしまった。
看護師より、昨日の夕食で低残渣食の患者から味付けのりがついていたが、食べたらいけないの ・献立には味付けのりはつくようになっていなかったが調理員が間違えて配膳した。・病棟に配膳
を知っているから、食べなかったと言われたと栄養科へ連絡があった。
車を上げる前に委託先栄養士が検収を行っているが見落とした。・委託先栄養士は検収時一度
見た食種が他の階にあっても献立の 再確認を行っていなかった。
看護師よりキザミでない患者の食事がきざんであると栄養科へ連絡があった。 昼、夕食用の食 栄養科事務室の食数ボードの名札（7分と5分）入れの色が同じだったため、5分だと思い込んで食
札7分（きざまない）になっていたが朝食用の食札は5分（きざみ）のままになっていた。
種の確認を行っていなかった。
看護師より患者の昼食の小鉢の上に髪の毛が落ちていたと栄養科へ連絡があっうた。病院栄養 以前から髪の毛の異物混入があり、栄養科ではその都度帽子の下に使用するネットの種類を変
士が異物回収の為、病棟へ行ったが看護師が処分していた為、回収できなかった。病棟配膳時に 更する、粘着ローラーをかけることの周知を全員に行うなどを行ってきた。しかし、髪の毛の異物
看護師が髪の毛に気付いた為、患者が異物を摂取することはなかった。
混入が起きている。髪の毛の混入の場合、食材に混ざっているのではなく、食材の上にのってい
るのが大半である。栄養科ではその都度対応をとってきており、その他で髪の毛の入る可能性が
考えられるのは、病棟配膳時であることが高くなる。
看護師より持って行ってと指示あり救急外来の検体箱だと思い込み救急外来指定の場所に置い 伝達ミス、思い込み
た。検体が入ってるとは思ってなかったため結果が遅くなった。
看護師より点滴依頼があり、準備したが、再度カルテを確認した所、点滴内容が間違っていた。患 情報の伝達及び連携不足
者には施行前だったので影響はなかった。
看護師管理で１日分与薬中の患者。手術前日の午前中、眠前薬として配薬していたプルセニド３ 内服薬に対する自己管理能力の評価が不十分だった。 いつもは眠前に服用している緩下剤を１
錠を手術前処置として午後２時に内服するように説明した。午後の検温時、空ヒートを確認したと ４時に服用するように説明したことで、患者の混乱を招いた。
ころ、昼食後薬・プルセニドとともに、夕食後薬がすでに無くなっていた。
看護師管理で内服管理を行っている患者。透析日の朝のみシグマートが中止であり、（月・水・金） ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。
（火・木・土・日）で薬袋は別々に準備されていた。透析後に昼食後薬の配薬を行った。夕食後の
配薬をしていた準夜勤務の看護師に指摘され、昼食後のシグマート配薬忘れに気がついた。

改善策
・口頭での確認の時は数回復唱する。 ・ＰＣシステム停止時の情報伝達は紙にプリントアウトした
もので行う。

看護師管理で内服中の患者。朝夕にムコスタ、メチコバール、オパルモン錠、プレドニン5ｍｇ、塩 薬包の記載をよく見ず配薬してしまった。 種類の違う薬が同じ袋に入っていることを意識していな
酸ラニチジンを1錠ずつ、昼にムコスタ、メチコバール、オパルモン錠を1錠ずつ内服していた。1包 かった。 患者がいつどんな薬を飲んでいるか把握していなかった。
化で薬包は朝、昼、夕と別包になっており、それぞれに記載がされいた。そして、それらが1つの袋
（この袋にも朝、昼、夕と記載があった）にまとめて入っていた。昼の薬を配る際、薬包の記載をよ
く見ずに、間違えて朝の薬を配薬してしまった。準夜NSが夕の薬を用意する際、朝分の薬が1包足
りないことに気付き、昼の誤薬に気付いた。患者の状態に変化はなかった。Drヘ報告し、朝分の
薬を新たに出してもらい、夕の薬の中からプレドニンと塩酸ラニチジンを抜いて内服することとなっ
た。
看護師管理で内服薬を与薬していた患者。朝食前にのみグルファストを内服していた。当日より毎 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題
食前内服へ指示が変更になっていた。指示簿には指示が記載されていたが気がつかず、ワーク 点。
シートへの記載はされていなかった。そのため昼食前の与薬を行わなかった。
看護師管理の内服投与忘れ。急変がありベッド移動などでバタバタしていて、内服投与を他スタッ 確認不足。
フにも手伝ってもらい最終的な確認を怠った。勤務始めでこの患者の分だけ準備していなかった。
次勤務者にて発見、夜中起こして内服してもらうことになった。
看護師管理の内服薬を１回２錠内服を１錠しか内服させていなかった。後日他の看護師が気がつ 処方箋を見て確認したつもりであったが、不十分であった。 いつもはだいたい１錠内服する薬で
き指摘される。
あった。
看護師管理の内服薬をセットする際、チラーヂンのみが単独処方となっていたが、もう一方で定期 単独処方のチラーヂンのみを先にセットし、後で定期で来た一包化処方の薬を整理・セットしたた
処方として他薬（ルプラック）と一包処方となっていたのに気付かず二重でセットしてしまい２錠多 めダブっていたことに気付かなかった。チラーヂンはいきなり増量する薬ではない為、医師に確認
めに内服させてしまった。次の検査係が配薬セット時にミスに気付き、上司・医師に報告。内服薬 する必要もあり、薬セットの際に注意する必要があった。
の整理を再度行なってもらった。
看護師管理の内服薬を他患者の薬１剤も一緒に与薬してしまった。患者が主治医に増量したのか 患者薬の保管状況確認
確認し発覚した。異常なし。
看護師管理下でプレドニンを内服中だったが、その他の薬は自己管理していた。準夜の看護師が チームが変わって担当する初日であり情報不足であった。 看護師が配薬しているという計画や
与薬の準備をしていて内服済みのサインがなく、残薬が多いことに気付き日勤で与薬していない 情報がカルテやカーデックスに記載されていなかった。 患者が自己管理していると思い与薬ボッ
ことがわかった。医師に報告すると本日追加して内服しないことになる。
クスを確認しなかった。 与薬する患者の把握は与薬ボックスを確認するシステムであった。 看
護師１人でチェックする体制だった。
看護室にオープンシャツが置かれていたので誰のものか探す。すると、ある患者Ａが「俺のじゃな クリーニングに出すときに、正しくネットに入れているのに別の患者の名前のバーコードが張られ
いのに入ってたんだよ」といわれる。○／２７オープンシャツ、患者Ｂとその患者Ａのバーコードが ていた。
張られている。持ち主を探したところ誰のものか判明する。今回はトラブルには至らなかったが、
バーコードを張られた患者Ａ様が、支払いのことを心配していた。また、洗濯物を受け取った患者
様が自分のものだと勘違いして着用しているところ持ち主が見つけて、「何で勝手に着ているん
だ」とトラブルになる可能性もあるのではないか。
看護室の処置台に患者が近付き、万能壷のアクリノールを飲んでしまった。内科医からの指示に 他患者の診察介助中であり、処置台が看護室のドアのそばにあり、また、ドアも施錠していなかっ
より、水分摂取を促した。
た。（精神科閉鎖病棟）
看護実習生が、患者を坐車に座らせ食事をしていた。坐車移動を一人で出来ると思ったが患者を 学生の指導、見守り方
支えきれずそのまま床に座り込んでしまい、看護師と学生で助け移動する際、オーバーテーブル
で頭部打撲する。 異常なし。
看護者の目の前で患者二人が他患の所に行き首を占めようとする行為あり。理由を問うと殺して 不穏による気に入らない患者への八つ当たり的攻撃・暴力
やろうと決めたんだとの事
看護主任に報告し、患者に即謝罪。主治医に報告。新しい抗生剤投与を２時間かけゆっくりdripし 抗生剤が新しく開始となることは頭にあったが、アナフィラキシーショックなどが起こることを念頭に
た。
おかなかった。
看護助手が2人でシーツ交換をしていた際にイスに座ってもらおうと患者に説明した所ひとりで大 患者の情報不足
丈夫と言われた為一人でイスへ移動、その時イスに座りそこねしりもちをつき後ろへ転倒した。
看護助手が採血ラベルを用意するとき、患者名を間違え（父の名）記入。ナースは採血後名前を 確認不足。
確認せずラベルを貼り提出。検査室から、患者名とＩＤナンバーが違うとの連絡を受ける。

配薬の際、薬包の記載をきちんとみる。 患者が内服している薬の種類、内服時間を把握してお
く。 種類の違う薬を1つの袋にまとめる場合は、その袋にも、そのことをわかりやすく明記してお
く。
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医師へ、当日点滴や投薬に変更があるときは必ず指示伝達をクリックしていただき看護師に伝達
することを徹底していただくよう申し入れた。また、看護師は実施入力する際に当日オーダーの分
がないか、最新表示をかけ確認する。
・委託先栄養士は献立表と食札（食種）を照合し検収を行うよう にする。 ・調理員は配膳時、食
材、料理、食種を照合し配膳を行うよう再 度周知した。
・栄養科事務室の食数ボードの名札入れを食種ごとで変える。 ・食札をそろえる時は、食種、名
前、食事形態（注意事項）を栄 養科事務室の食数ボードと食札を照合する。
栄養科でも再度ネット、帽子の着用方法の周知を全員に行う。病棟配膳時での異物混入防止策を
検討する。

確認をする
指示受けした看護師に点滴の内容を再度確認する。
１回分与薬に変更した。
・薬袋に透析日、非透析日と記入。透析日には朝のみ中止と書き加え注意を促した。・確認の徹
底。

指示を受けた際、ワークシートの変更を行う。医師は、薬の変更は患者本人へも伝える。
看護師管理の人数と準備した薬の数が合っているか確認する。また、内服セット車に薬が残って
いないか勤務内に確認する。
処方箋に分かりやすいように２錠であることを明記・印をつけておく。
定期処方の場合、残薬の整理が明確でないと混乱する恐れは充分に予測されるため、処方の人
数が多い場合は、その整理の時間を要し、確認の作業は疎かになる可能性がある。冷静な判断
と集中力を養い、業務を遂行するよう指導した。
薬袋と患者名、薬の内容の確認を確実に行う。
この事例をひまわりＳＥＬＬ分析し、その結果内服マニュアルを皆で話し合い作成した。 プレドニン
は初回内服する時は、看護師管理とする。 与薬を看護師２人でチェックする体制へ変えた。 患
者の情報を看護計画に記載する。
当人に説明し、シャツを一度お預かりして事務所からリース会社に連絡してらもらう。

看護室のドアは閉めておくこと、処置台はドアのそばに置かないこと。
学生の行った行為の背景、心理をアセスメントする。学生に自己判断させないよう必ず看護師を呼
ぶ指導する。麻痺のある患者の移動についての指導。
隔離室使用により不穏の安定を図る。他患は迷惑行為大の為安全を確保する
抗生剤を開始又は変更する際は、点滴指示書に皮内テストの反応を一緒に記入する。
術後のため付き添う必要があった。また助手への指導が必要である。
ラベル貼付前、提出時に名前の確認をして提出。
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具体的内容
看護助手に助けを求められ訪室すると患者が自分でベッドに戻ろうとして転倒したようで車椅子の
足のせにひざがのっかり、右側頭部が床にくっつき横たわっていた。
看護助手にて入浴介助後、歩行にて自室に戻る途中足がふらつき、看護助手が支えていた方向
（麻痺側）に転倒した。
看護助手の後をついていこうとして、シャワー室のドアに左手の第一関節をはさまれそうになる。

背景・要因
患者要因人手不足スペース・環境

改善策
構造上の問題

入浴後の歩行であり、体力の消耗もあり、足に力が入らずバランスをくずしたのではないかと考え 入浴後などの体力消耗があるときや、夜間など寝起きのトイレ歩行時は、車椅子にて移動する。も
る。看護助手一人に介助を依頼した判断が間違っていた。
しくは二人の看護師にて付き添う。
スタッフが児の行動を予測できず、注意を払う事を怠っていた。
小児は成人と身長差があるため、児の存在が死角になることもある為、慎重に周囲に気を配り行
動し、スタッフ間で協力し合い児の行動を観察する。
看護助手より、『倒れて頭を打った』と患者本人が言っているとの報告を受け訪室。臥床位で床に パーキンソン病があり転倒の恐れがある患者であったため、声かけ、観察が十分に必要であっ
原因としては観察不足が考えられるため、頻回に訪室し、現状確認を行ない、注意観察をしてい
倒れているのを発見する。意識清明。本人『身体のバランスを崩して、つかまるところが無かった た。
く。
ため、後ろに倒れてしまった。強く頭を打った。』との訴え。後頭部腫脹軽度。当直医報告。診察あ
り。安静臥床にて様子観察の指示あり。
看護助手よりＮＳに、便にまみれた棒状の鉄のようなものを清掃中に発見したと報告を受ける。女 どうして棒が便器の中にあったからわからない。患者が飲み込んだものが便とともに排泄された もし、体内から排泄されたとすれば、腸壁を破損することもあり危険であるが、誤飲を防止するとと
性トイレの便器内は便が詰まっており清掃用ブラシでついていたところ発見された。長さ６．５ｃｍ 可能性もある。また、患者がポケットから便器内に落ちたのかもしれない。
もに、外部から棒が持ち込まれた可能性が高いので患者の状態観察を継続する。
位、太さ０．５ｃｍ位のものが３本であった。
看護助手より転倒の通報あり。すぐに駆けつけると、給茶機の前で車椅子の前方にうつ伏せに倒 痴呆が進んでおり、車椅子よりの立ち上がりやトイレ要求時のオムツはずしが時々みられていた。 スタッフ同士で声を掛け合い、常に患者の所在を把握し、観察を十分に行なっていく。
れている。本人は『痛い、痛い』と頭をさすっている。頭頂部発赤(+)、外傷(-)、意識クリ
患者様の観察が不十分であった。
アー.114/64mmHg。当直医に報告、診察あり。様子観察の指示あり。ベッドに移動し、クーリング
施行。
看護助手より転落の報告があり、訪室すると、ベット柵を外し、床に座っていた。両膝擦過傷があ 観察不足。
ベット柵を固定。
り、ほか打撲無。疼痛無。
看護師管理の抗パーキンソン薬を確実に内服してもらわなければならないものを確認ミス、自分 業務多忙 リーダー業務をしていた。 病棟内でハプニングがあり、そちらの対応に追われており 看護師管理の薬の確認は毎食後にあるつもりで確認を忘れないようにする。 落ち着いた態度で
が忘れていることを気づかなかった。他の看護師からの指摘あり、与薬忘れしていることを気がつ 忘れてしまった。
業務をする。
く。主治医へ報告し、服用しなかった分はそのままで良いと指示を受ける。患者自身の変化は見ら
れず経過した。
看護補助者が配茶時に患者の家族に対して「Ａさんは痴呆だな」と繰り返し言われ不快な思いが 痴呆という表現を疑問視せず、倫理的にも配慮に欠けた発言であるという認識に欠けていた。
社会的にも痴呆という表現がどのような意味があり問題視されているか看護協会の現状調査等を
した。
参考に職員教育を行い意識改善を図った。
看室からヘッドギアを着用せず患者がトイレに駆け込むのを発見する。すぐに駆けつけ、「帽子を 足元が不安定で常にヘッドギア着用すべきであるが、患者自身が危険について理解されていない 引き続き注意を促し、着用を勧める。
取って来ますから、そのままに座っていて下さい」と伝え、対応した。
様子。患者は、注意されてもすぐに忘れてしまう。
看室で預かっている患者の床頭台の鍵がなかった。そのため、床頭台に確認に行くと、鍵も財布 鍵の管理が不可能な患者様であるということを担当ＮＳから連絡ノートに明記されているが全職員 一日一回連絡ノートを確認するよう朝礼で伝える。
も紛失してしまっていた。
が確認できていなかった。そのため、前日、財布をお渡しして戻していただいていなかったため紛
失してしまったと思われる。
看室へ来られた患者が別の男性患者様に暴力をふるわれた。との訴えがあった。話を聞くと、女 洗面所にいらっしゃる時、見かけたがそのときには、このようなことはなかった。患者がいつも通り ＮＳが男性患者に話を聞き、今後はこのようなことはしないように伝える。男性患者は、「ふれただ
性患者が「顔を洗っていたら背中を２回たたいたんです。」とのことだった。
顔を洗っていたので気づかなかった。
け」とのことだったが、人によっては「暴力」と受ける人もいるので注意するよう促す。
看室モニター（カメラは病棟出入り口に設置されている）のチャイムがなった為画面で確認すると、 転倒の危険性が大きい患者であるが、理解されていない様子。階下への移動は職員とエレベー 現行は歩行困難のため車椅子対応をしている。モニターのチャイムに「慣れ」ず早めに対応し、事
車椅子を使用している患者がエレベーター前のドアのところに車椅子を置いてドアを開けて病棟 ターで行うようにと説明している。
故防止を行う。
の外に出ようとされている。急いでドアまで走っていき、説明の上、車椅子で自室にもどっていただ
く。病棟入口に消毒液が設置されているが、ご本人は、「消毒液で手をきれいにしようと思っていた
のよ」と話される。
看室前で患者がふらついてそのまま転倒し、後頭部をぶつける。
歩行状態の観察が不十分だった。
ふらついているような場合、手すりにつかまるよう説明するか、自床に誘導する。自力で歩行する
方なので歩行時の様子を日ごろから確認する。
看室前のカウンター下で、患者Ａが痙攣発作を起こしていたのを患者Bからの通報で気づく。患者 オムツ及びトイレ誘導等の離床、介助者が多く、集中した範囲にしか目が行き届かない。痙攣を起 担当Ｄｒに報告する。他患者への配慮を行う。ご本人に説明をしても了解を得られず、多忙な為様
Ｂが患者Ａのすぐとなりでうずくまり唸り声をあげて腰部に両手を当てていた。発作により患者Ａが した患者は、一週間前にも同様に発作を起していた。今回のような他患者へ外傷を負わせること 子観察を申し送る。
急に倒れてきて床で腰部を打ったとのこと。
もあるので配慮が必要であった。
看室前まで歩いてくるがふらついて転倒する。バイタル異常なし。後頭部軽度腫脹、発赤軽度。出 突発的に起こったため予測できなかった。
突発的に起こりえる事態を常に予測し、患者の状態に早く気づく目配り気配りが必要。自分でずる
血少量あり。様子観察との指示を受ける。
ずるとよこになってしまうことがあるので頭部保護のため帽子の使用を検討する。頻回の巡視にて
観察する。
簡易血糖検査実施にあたり、校正をかけずに,血糖測定をしてしまった。後できずき、再測定をじっ 新しい測定チップを更新する際は、必ず校正を行う。
使用中チップの、ロット番号の確認を測定の際は確認する。
しした。
緩和ケアの指示で２１時から(麻)ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟパッチ２.５mgをハーフで開始の予定であったが、貼付す カーデックスからの拾い出しをする時に見落としてしまった｡また、申し送りの時周りがざわついて 翌日、回診時に発見、１１時よりﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟパッチ開始となった｡防止策として、カーデックスから拾い
るのを忘れてしまった
おり、ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟパッチ開始の送りを聞き漏らしてしまった｡緩和ケア介入していることを知っていた 出す時は漏れの無いようにゆとりを持って拾い出す｡申し送りに集中できる環境をつくる｡緩和ケア
が、指示を注意深く確認しなかった｡
介入の患者は、出勤時、医師回診後必ず指示を確認する｡
肝シンチの為、延食であったが、指示確認しておらず、そのことに気付かずインスリン固定注射を 他の患者に気をとられており、確認不足であった。退院日であり、検査があるのに朝の検温では、 血糖測定をしている方は、必ず検査・処置等で延食・欠食の有無・点滴内容変更など、確認をして
通常通り施行してもらってしまった。検査後、気付き内分泌科へコールし指示を確認した。低血糖 ないものと思い込んでいた。
インスリンの施行の徹底が必要
症状なく、すぐ食事食べて頂ければよいと指示伺い、食事をとってもらった。
肝ダイナミックＣＴで造影剤注入スピードを3ml/Secのところを1ml/secで注入した。撮影開始後の 確認を怠った為に起こった。
造影剤の注入量スピードを器械にinputしておく。
画像を見て間違いに気づく。
肝癌にて不穏あり、夜間ベッド側に座っていた。外傷はない。
安定剤内服。不穏行動あり。
不穏状態では追跡装置、ベッド柵、家族の協力等も。安定剤の種。
肝機能障害のため中止になっていたＲＦＰ、ＰＺＡを次回処方で医師は中止したことを忘れて処方 医師は処方ミスにきづいていない。看護師は指示受け、配薬ともに確認を怠った。 指示受けする 指示受け時は内容から指示の根拠を考え、おかしいときは確認する。
し、看護師は中止に気づかず指示受けをし、配薬した看護師は確認せず患者の元に持っていき のみで患者の状態を考えていない。
患者に「これはじまったの」ときかれて気づいた。前回分は返納され赤字になっていた。
肝硬変・肝癌により腹水著明な患者に対し、ブミネート２Ｖ＋ラシックス１ＡｉＶを３日間するように指 看護師（Ａ）が医師より直接指示を受けた看護師（Ｃ）より注射カードとともに点滴処置を依頼され 処置を申し送る時は、メモ、注射カード、カルテなどを一緒に送り、眼と言葉で確認する。 抜針
示が出る。診察室にて看護師（Ｂ）が点滴を施行した。 ブミネート終了後、別の看護師（Ａ）がラ
たが、ブミネートの請求、受け取りや今後の予定に意識が集中してしまい、ラシックス指示の確認 前、処置終了時は担当看護師に声かけをしてから処置にあたる。 薬品の払い出し等の看護業務
シックスｉＶせず抜針し、帰宅させてしまった。 ラシックスは点滴を施行した看護師（Ｂ）が準備し、 を怠ってしまった。 指示を依頼され、実行した看護師（Ａ）と準備した看護師（Ｂ）との声かけ、ダブ でないものは他職種に依頼するなどして、本来の看護業務に専念できる環境を整備する。 処置
注射カードとともに診察室のデスクの上に置かれていた。
ルチェックの確認が不足していた。
室看護師を中心に、役割分担、依頼事項を明確にする。
肝硬変にて入院中の患者様。リカバリ室よりガタッと物音が聞こえ訪室するとポータブルトイレの 普段はポータブルトイレの移乗動作はスムーズであった為、ナースコールは押さずにトイレへと移 夜間、トイレ移動の際、ナースコールを押すよう指導。また、手すり付きのポータブルトイレを設置
横にしりもちをついた状態にて転倒している。ベッドからポータブルへの移乗の際、ふらつきポータ 動していた。が、眠前にマイスリー10mgを内服しており、また利尿剤もある為、夜間頻尿の状態で すべきであった。
ブルに座ろうとし上手く座れず、ずれてしまい転倒。右の腸骨部に擦り傷みられ消毒後、カットバン あった事が要因と考えられる。
処置行い、主治医に報告。意識レベルの低下なくバイタルサインは安定。
肝腫瘍で一人暮らし。1VH開始され、せん妄状態あり、眠りたいとの希望で○/1、２１：１５頃、ﾛﾋﾌﾟ 一人で病状と向き合うことの不安要因が強いのでは？受け持ち看護師を中心にした医療チームと 医師を含めた医療ﾁｰﾑ全体での頻回の観察。
ﾉｰﾙの点滴施行。その後、IVHの自己抜去状態を発見。末梢から再開始となる。
しての関わりが不足。
肝性脳症にて昏睡、レベル低下あり、ふらつきがひどくなっている状態であった。排尿時ポータブ 肝性昏睡悪化しており３度へレベル低下。危険性を説明するが患者が理解できる状態でなかっ 不穏状態にて危険行動あり、必要時抑制や、薬剤使用する旨を医師から家族へムンテラしても
ルトイレ使用しており、移動時ナースコール押すよう説明するが、自己にて移動される。隣患者の た。
らった。 必要時抑制考慮する。また頻回訪室し行動要観察していく。
付き添い家族より、もの音がするとナースコールあり。訪室すると転倒されていた。状況をＤｒに報
告す。
肝性脳症にて入院２日目の患者であった。日勤看護師より患者が針を抜いたと家人がナースス 患者が点滴の必要性を理解できていないこと
できるだけ頻回訪室する。固定をしっかり行う。また家族の方にも注意してもらう、もしくはメガホン
テーションに来られたとコールあり訪室する。包帯にて固定していたも自己にて抜針していた。な
での抑制をさせていただく。
ぜ抜いたのかたずねると、「分からない」とのことであった。あと50ccほどで点滴終了であった為、
そのまま点滴は終了とした。
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具体的内容
背景・要因
改善策
肝性脳症にて入院中の患者。アンモニアの採血指示が出ていたが、採血施行前に検体一覧表の ・採血施行前に一覧表をみて確認しなかった
・自分が施行する採血と検体一覧表は施行前に必ず確認 ・スピッツを準備する際、最後に一通り
確認を忘れ、施行しなかった。検体は、Drの入力が時間外だった為、検査室からスピッツは上がっ
漏れがないかチェ ックする
て来なかった。
肝性脳症の患者にアミノレバン内服薬が処方されていた。棚の箱から薬を取り出し患者へ渡した。 知識不足 同じ所に表示なく置いてあった
１包に１コ付けておく 表示する
その後患者からフレーバーのみで薬がないと指摘された。アミノレバンはフレーバーと一緒に薬剤
科から上がってくるが、一緒の棚に置いてあった、確認もしなかった。同じ携帯の袋に入っている
が大きさが違い、表示も違う。看護師は以前にこの薬を取り扱った事はあったが、だいぶん前であ
り、処方されることはこの病棟では少なかった。
肝臓癌、肝硬変あるため四肢の振戦が現れていた。ベッドより降りようとして転倒されたと同室者 四肢の振戦強いため、動かれるときは必ずナースコールを押されるよう充分に説明をすべきで
本人への指導を十分にする。
より連絡有り。
あった。
肝動注化学療法を行っている患者にリザーバーより肝動脈造影を行う計画を説明する際、造影剤 造影剤アレルギーを確かめなかった
アレルギー有無には常に注意を向け、チェックしながら医療行為を行う習慣をつける
アレルギーがあることを忘れていた。翌日、同科の医師が気付き、十分注意しながら予定通り造
影を行った。
肝不全、肝性脳症の患者。全身に浮腫あり夜間巡視時体位交換を行ったところ、左前腕部にリス 観察不足。
患者の状態によってはリストバンドの質を考える。肝不全で浮腫もあり、出血傾向があると予測で
トバンドがくっつき、その横が裂傷になっているのを発見した。点滴跡が皮下出血しておりその真
きるため皮膚損傷のハイリスク状態であり、全身を圧迫されていないか？密に観察する。皮膚損
上にリストバンドがあたり、手を屈曲していたため圧迫により裂傷していた。体位交換時圧迫され
傷する可能性のあるものは身につけない。
ていないか、全身の観察を行いリストバンドの位置を確認しなかった為に起こったと思われる。
観察のため訪室したところ。四肢抑制していたにもかかわらず、カフが膨らんだ状態で、導尿カ
不十分な身体抑制。観察不足。代換処置の検討不足
尿量カウントは、尿パットの重量測定とした。
テーテルを自己抜去していたのを発見する。血尿なく、自尿みられたため。カテーテル再挿入せず
経過観察とする。
観察のため訪室すると、スパイナルドレーンの刺入部より約５０ｃｍのところで引きちぎられ、床に 理解力低下に対する対策が不十分であった。
ドレーン固定方法の工夫をする。 頻回の訪室をし、声かけをする。
放置してあるのを発見する。
観察は適宜行っていたが、点滴交換の為に訪室すると点滴ボトルが空になっていて、点滴筒の 注意不足。 点滴交換時間帯に朝のケア・処置が集中していて忙しい。 担当看護師以外でも（他 点滴交換時間になったら、頻回に観察をする。 訪室したすべてのものは、点滴などに目配りをす
５？下まで液面が落ちていた。その後処置するが滴下せず閉塞してしまう。一時末梢ルートを確保 職種）訪室した際に点滴に注意を注ぐという意識がない。
る。
し、その後中心静脈ルートを再挿入した。
観察時、排尿を促したが出ないと言われた。その後、トイレに行こうと立ち上がったところ転倒し、 行動の予測に関する対策が不十分であった。
一人で歩くのは危険であることをその都度説明する。頻回に訪室し、時間ごとの排尿を促してい
尻もちをついた。その音を同室者が聞き、ナースコールされた。打撲なし。
く。
鑑査せずに病棟に渡したところ、患者の姓はあっていたが、名前が間違っていた。
全ての確認不足である。パソコン入力時の確認、薬をセットする時、セット後の確認において、名 慌てず正確な確認を行う。
前の確認あされていなかった。
間もなく退院するため、入浴後のこの患者の衣類は、クリーニングに出さないことになっていた。そ 退院の件は、朝、申し送りがあったが、洗濯物にメモなどを貼り付けて周知していればよかった。 申し送っても忘れることはあるため、洗濯物にメモを貼り付けるなどして工夫する。
のため、ベット下に汚れた衣類を置いていたが、他の職員がクリーニングに提出してしまった。支 もう、この患者の洗濯物はクリーニングには出さないと、他の職員も同様にわかっているものだと
払いなどが発生するためトラブルになりかねない。
思い込んでしまった。
間違った人の伝票で結果説明、異常なしが、実際は肝機能異常ありにて入院
外来が込んでいる時、データの確認不足
１．患者のＩＤ、名前の確認。２．カルテに貼るとき名前、ＩＤの確認を。
間違った病棟へ、病棟帰室患者の情報と、帰室時間を決めて病棟を混乱させ、患者には帰室時 病棟のスタッフに伝達してしまったので、リーダーナースに情報が伝達されるまで気づかず、対応 病棟間での情報伝達については、お互いリーダーナースで行うルールであり、ルール通り行う。
間を遅れさせ迷惑をかけてしまった。
が遅れた。
含嗽用のハチアズレを頓用の用法でオーダーしたため、「１回１包お飲みください」と表示されてし オーダー画面の問題
不要な用法はオーダー画面から削除した
まった
癌ターミナルで塩酸モルヒネ使用中。倦怠感が強く身体を動かすためのひもを希望され渡した。数 精神状態の把握がされてなく、結果患者に危険な行為をさせる結果となった。ターミナル患者の精 精神的不安定な患者には危険なものを十分注意して側に置かないこととした。
分後見に行くと首にひもを巻きつけベッド柵に縛り、首吊りをしようとしていた。本人が動けない状 神的援助のシステムがない。
態だったので事故にならずにすんだ。
癌の告知を受けていない（家族より要望のため）患者へのリハビリ計画書に病名が記載されてお 医師が計画書が患者の目に入ることを認識していなかった。 他のものが内容について確認する リハビリ用紙の内容について検討（現在検討中） 情報の共有化の徹底
り、本人が読んだため落ち込んでしまったと家族より苦情の電話が入った。
こともなかった。
癌性腹膜炎で入院中、疼痛の訴えがあり鎮痛剤を注射した。指示はソセゴン・アタPを筋注となっ ・カルテの確認の際他の指示内容も目に入りｉｖとｉｍが混乱してしまった。・注射に関する看護師の ・他の看護師とダブルチェック・指示書の呼称確認・薬剤に関する個人学習
ていたが、点滴中でもあり勘違いして側管より静注してしまった。注射後患者様が気分が悪いと言 知識不足。・指示の確認不足
われ間違いがわかった。しばらく様子観察をしたがその後異常はなかった。
癌性疼痛でデュロテップパッチをはっている患者様が痛みが激しくなりアンペック坐薬を併用しても 確認不足
指示シートをしっかり確認する。 指示を受けた看護師はアセスメントチャートなど指示書以外にも
改善せず本来は翌日に貼り替え予定のデュロテップパッチを１日早く貼りかえるように指示が出
記載してある時は記載し直す
た。しかし痛みのアセスメントチャートには以前からの貼り替え予定日が記載されていたために指
示シートを見落とし貼り替えを行わなかった。
癌性疼痛のためにカディアンを内服中の患者、トイルへ行こうとして間に合わず失禁し病室で転倒 カディアンを内服しており、その影響が考えられる 尿器を準備していたが、トイレへ行こうとされた 夜間の排尿時間を考えた上で、排尿誘導する カディアン内服しているので副作用に注意する
される。 平時は、ベッドサイドの尿器を使用している。手関節部に擦過傷を認め消毒処置をす
こと
る。
癌末期の患者に食事前３０分にソセゴン錠を内服させる指示があり受け持ち看護師が配薬する事 自分の業務内容の把握が不十分
申し送りノートは各自が責任を持って見てサインをする。 患者の情報収集を正確に行なう。
となっていたが忘れた
眼科と整形外科の予約日を勘違いし、２９日に受診した。点眼液の不足にも救急外来で対応し
予約伝票の訂正した数字がはっきり読み取れない状態であり、患者が２９日と勘違いして受診し 予約の訂正は明確にするとともに、看護部と事務と連携して確認し予約票を手渡す。
た。
た。
眼科のオペ後の患者で左眼閉眼していた。また、オペ前より部屋の場所が分からなくなる等の痴 ベッド柵をしてなかったために、立ち上がる際支えがなく立ち上がりにくかったことが考えられる。 ベッドに３点柵を設置し、トイレ時にはナースコールして頂けるように説明、手元にナースコールを
呆行動も見られていた。2時の巡視時には電気をつけ入眠中であった。ナースステーション内で他 また、左眼閉眼していたために距離感が取りにくかったと考えられる。
置いた。
の仕事をしていると、ドサッという音が聞こえてきたために訪室するとベッドの横に布団と共に座り
込んでいた。トイレに行こうとしたがうまく立てなかったとのこと。頭部を打たれてはいないとのこ
と。意識レベルの低下もなく、腰部などの痛みは無し。そのまま様子観察した。
眼科のバイクリル針を医師より受け取った。針をケースのスポンジ部分に刺しておくため(紛失しな 次の指示を行わなければという焦りがあった。 技術が未熟であった。
落ち着いた行動をとる。 手術終了時に物品の数足りない場合は、どんな物品であってもレントゲ
いよ）セッシで針部分を把持しようとしたところ針をつかみそこね針が飛び紛失してしまった。コンプ
ンを撮ってから手術室を退出すると言うマニュアルを作成した。
レッセンがかかっている状態であった為、コンプレッセンにはないことを確認の後医師よりヘスガー
ゼがあてられ患者様は退室された。
眼科の患者が入院し、アナムネとった際に、手術承諾書を預かるのを忘れてしまい翌日に再度承 注意不足 入院時の指示をまとめ終わる前にカルテを眼科へ下ろさなければいけなかった 他患 アナムネ聴取は一人が確実に終了したら次にカルテに移る 整理整頓をする
諾書を発行して貰った
者の入院アナムネもとる様であったため
眼科の手術が夕食の時間と重なってしまい、１７時に血糖を測ったところ、スケールには引っか
１７時に測った血糖値が、スケールにあてはらまなかったが高値だった事と、食前に低血糖症状を 一回は血糖を測っていたものの、時間が２時間近く経っていたので、思い込みではなく、再度測る
かっていなかった｡しかし、この患者は固定のインスリンを注射していた。手術の時間と食事の時 呈していなかったため、食前に再度血糖を測定する必要はないだろうと勝手に思い込んでしまっ べきか、スタッフに聞くべきであった｡
間が重なると思い、固定のインスリンは手術から帰ってから注射し、それから食事をとるように説 ていた。
明。手術が終わり、食事を食べる前に血糖を測定せず、固定のインスリンを注射し、そのまま夕食
を摂取｡その後、食直前に血糖を計らなければならなかったことをスタッフに指摘されたが間に合
わず、やむを得ず食後に血糖を測定し、Dｒに連絡。特に低血糖を起こしていなかったため、処置を
行うことはなかった。
眼科の手術当日に点眼薬をすることを患者に説明し、前日の装着したリストバンドを確認した。当 高齢者への手術部位などの確認の仕方が誘導的、 リストバンドを装着後だれも確認していな
リストバンドは前日日勤が装着し、準夜深夜勤務者が確認する 指示用紙をもって患者と確認す
院ではリストバンドは手術する側に装着することになっている。前日の看護師自身が付けており右 い。 前日と当日が同じ看護師であった。 確認を用紙を用いて現場で行っていない
る
についていた。患者にも右にしますと説明した。患者を手術室へ搬送し医師が左目の瞳孔の散瞳
状態を確認し間違って反対側に点眼していたことがわかった。
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具体的内容
背景・要因
眼科の硝子体手術中に患者から疼痛の訴えがあったため、眼科の医師の口頭指示にてソセゴン ・手術室の部屋を暗くして手術をしていた為視界が暗かった・輸液ラインの逆流防止弁についての
（15ｍｇ）を希釈してIVするように言われた。そして、ソセゴンを希釈する際に輸液ラインの側管に注 知識が不足していた・少し慌てていて落ち着きが足りなかった
射器を接続して輸液をひいたところ、血液も一緒にひけてしまい、希釈したソセゴンは使用不可能
になった。その後、すぐに新しいソセゴンを持ってきて、輸液バックから直接希釈した後、患者にソ
セゴンを投与した。
眼科の診察前の散瞳をする際、部屋番号、患者様の苗字だけを書いた紙に基づき施行した。違う 患者を確認する際、フルネームでお呼びしなかったこと。
部屋の同姓の緑内障の患者様に散瞳してしまった。１０分ほどで他の看護師が気づき医師に報
告。診察時の眼圧は前日の値と変わりなく、病状の変化はなかった。
眼科外来からＡ氏の散瞳を指示されたが、Ｂ氏に散瞳してしまった。
氏名の復唱確認をしなかった。
眼科外来でレーザー治療後、長椅子に横になっていたが、声をかけても反応がなかった。血圧６０ 原因は不明であるが、外来看護師の気づきが早く大事にいたらなかった。
代、血糖１１７ＭＧ。５分後に意識覚醒した。
眼科外来より内科にて入院中の患者Ａの診察受入れ可能の連絡が入る 当該病棟に入院中の 事例発生病棟に同姓の患者が入院中であったことによる思い込みの判断 患者の姓だけで行動
患者Ｂ（同姓）と思い込み診察室へ移送する。 診察終了後に患者Ａと患者Ｂを取り違えていたこ を起こしてしまい、患者氏名の確認不十分
とに気づく 患者Ｂも白内障による眼科依頼があったため、眼科医師も間違いに気づかないまま
診察を行った。 患者Ａ患者Ｂともに身体状態変化なし。 診療記録を転記
眼科外来看護師より、ミドリンＰにて、両眼散瞳するよう電話連絡あり。患者ＡＢと聞き取ったため、 ホワイトボードの外来受診欄に名前がなかったのにも関わらず、記入もれだと思い込み、確認を
メモをとり、もう一度氏名を確認したところ、「はい」と返答あり。他チームの患者であったため、
せずにチームに伝えた。
チームにその旨伝える。この時にホワイトボードの眼科外来受診欄にこの患者の名前は記されて
いなかったが、記入もれだ と思いこんでいた。他看護師が散瞳を開始する。しかし、もう１人 の
看護師により、患者ＡＢは本日眼科受診はないを指摘され る。チーム看護師にて、確認してもら
うと、患者ＡＢではなく、 患者ＡＣであった。
眼科外来受診後退院可と申し送りを受けたが再診予約が１ヶ月先の日付になっていた。白内障Ｏ 再診日入力後確認ができていなかった。
Ｐ後の患者であり眼科に確認した所、翌日再診の間違いであった。
眼科患者のOpe時の点滴施行時、駆血帯（小児用の駆血帯を使用）を外すことを忘れそのまま入 眼科検査のため眼科外来へ行っており、外来より帰室直後にOpe入室のTELがあり、患者の準備
室。Opeより帰室後、点滴終了時に気付く。（約２５分間）
に慌てた。患者は杖歩行、又は車椅子で移動に時間を要する状態
眼科手術前の点眼薬（ベノキシール点眼）を左右間違えて施行した。 患者に点眼直前に「手術が 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
右眼である」ことを確認したにもかかわらず、左右を勘違いして左眼に点眼を行なった。点眼した
瞬間に瞳孔が散大していないこと気付き、左右を間違えたことに気付いた。 ベノキシール点眼自
体が表面麻酔薬のため、患者への身体的影響はなかった。
眼科手術予定患者の術前検査ができていなかったことが手術直前に判明し、採血、心電図検査 確認及び伝達不足
をするために手術開始時間が１０分延長することになった。
眼科術後、安静時間が済み、退院処方の点眼薬と内服薬の入った袋の中を確認せずに、家人に 手術前処置に使用した詰所用のミドリンＰを使用後に詰所の所定の位置に戻さずに患者の点眼
渡した。翌日眼科受診した時に、点眼薬の袋から手術前処置に使用した詰所用のミドリンＰが出て 薬の袋に入れてしまった。また、点眼薬を渡すときに確認を怠った。
きた。
眼脂が多い患者のため清拭の後点眼を中止になっているのにさしてしまった。
チェックリストをしっかり確認しなかった。 キツクナイ勤務が必要なのかも あせり 思いこみ
眼窩ＭＲＩの造影検査において、造影検査前のチェック項目で喘息患者であることが記入されてい 造影検査前のチェック項目未確認による造影検査の中止
なかったため、造影検査を中止し、単純撮影とした。
眼窩内異物撮影にて,頭部正面の上方視・下方視の指示を確認を怠り指示と違う撮影をしてしま 確認不足
う。
○田○子様のカルテに○田○江様の検査データが綴られているのを発見した。
苗字だけを見てカルテに綴ったものと考えられる。
顔面熱傷のためＮＧーＴ・気管内チューブの固定が顔面に直接出来ないため、ネラトン（鼻腔から 観察不足 固定が難しかった
入れ咽頭を経由し鼻腔に出したネラトン）にテープ固定していたがそのテープが剥がれＮＧーＴが
抜けかけていた。
顔面麻痺・歩行障害の症状による脳梗塞疑いにて入院加療中 日勤（残り番）看護師が夕食後の 受け持ち看護師によるダブルチェックの不履行 ダブルチェック実施の確認不十分 配薬準備段
内服薬（シグマート・エクセグラン・ワーファリン）を内服させず、深夜勤務の看護師が内服していな 階において、当該患者の在籍する病室には内服管理患者がいないという思い込み
いことに気づき、主治医確認後内服完了（０：３０） 意識レベル・四肢麻痺等状態変化なし
企業検診の検査データ２名分を取り違えて添付し、通知した。 本人が気づき病院事務室に申出 業務処理手順、チェックの問題点
て、判明。
危険行動があるために両上肢を抑制していたが手を抑制したまま体を前屈させＮＧーＴを自己抜 観察不足 抑制をしていてもＮＧーＴに手が届いた。
去した。
危険行動が見られたため両上肢を抑制していたが上肢に発赤が見られたために抑制を解除して 観察不足
様子を見ていたが家族の方からＮＧーＴを自己抜去したとの報告があった。
危険度＝1 病名＝乳がん術後、転移性骨腫瘍。同室者より「誰かべっどから落ちた」と言われ、 今回入院してから初めて眠剤を内服していた。観察不足。
訪室すると患者がベッドサイドに頭を押さえてうずくまっていた。トイレに行こうとしてベッドから滑り
落ちたと言われ、右大腿部と右頭部を病室の椅子で打ったと言われる。前日眠れなかった為、眠
剤にマイスリー１錠内服していた。自宅ではいつも内服していたが、今回の入院では初めての内
服だった。右大腿部内出血あるが右頭部は腫脹などはなかった。バイタルサインは異常なし。頭
部にアイスノンを貼用し様子観察とした。
危険度＝3 病名＝慢性腎不全、軽度の脳梗塞あり（軽度の理解力低下あり）右手にシャントあ
観察不足。
り、左手に持続輸液中。物音がしたため訪室すると、ベッドサイドに座り込んだ所を発見する。理
由を聞くと「点滴が抜けたと思ったので電気をつけようしたら滑って落ちた」と言う。枕元灯は点灯
しており輸液にも異常はなかった。外傷なし。主治医へ報告し経過観察した。
危険動作も見られなかったため、抑制は行っていなかった。消灯時不眠を訴えられたためセレ
観察不足
ネースを与薬した。その２０分後ぐらいにＡラインを抜去しているのを通りかかった看護師が発見し
た。本人は無意識に抜いてしまったと言われた。
危険物チェック表をもとに針の本数を確認したところ、針が一本見つからなかった。看室内も見つ 前日の日勤者が工作に使用し置き忘れてしまった。精神科であるため、危険物の取り扱いは日々
からず、患者に渡した様子もなかった。昨日の１５時には、確認できていた。結局、ホール倉庫の 確認しているが、持ち出した職員が必ずその都度確認するべきであった。
机の上で発見された。
器械セットの中に単ガーゼがセットされていなかった。手術前にチェックするのを忘れていた。長時 カウント用紙が２種類あり、古い単ガーゼのチェック欄が離れていてわかりにくい用紙を使用した。
間の手術で途中メンバーが交代し、単ガーゼのカウントが抜けていることに気付いた。主治医に使 ツッペル、綿球、メスクリーン等のカウントに気をとられていた。
用の有無を確認し、術後レントゲンで単ガーゼが体内に混入していないことを確認した。
器械出し看護師による執刀前の器械等のカウントは“ＯＫ”でスタートしたが、閉創前のカウントで 器械セットに入れるカウント用紙と実際の器械数が一致していなかった（器械作成の不備）、 器
アドソン有鉤鑷子が１本不足し、術野・器械台上等を捜すが発見できず。術後、レントゲン撮影し 械出し看護師の執刀前カウントのミスが考えられる。確認が不十分であった。慌てていた。医師と
遺残なき事を確認した。執刀前のカウント時、鑷子の不足があった事が考えられる。
看護職の連携不適切。その他の教育・訓練に関する問題。
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改善策
・側管からではなく直接輸液バックから希釈するべきであった・作業する視界をもっと明るくすべき
だった

散瞳する人専用の用紙を作り、申し送りをきちんとする。 フルネームで確認することと患者にも氏
名を確認してもらうこと。
口頭指示は必ず復唱確認し、患者確認は、患者に名乗ってもらう。
１ 外来患者のよりきめ細かい観察 ２ 外来に簡易型の救急トレーを準備した
電話による応対時はフルネームによる復唱確認の徹底 指示簿・チームワークシートによる確認
の徹底 依頼表への患者情報の詳細記入
外来より連絡を受けたときはメモをとり、間違いがないかを確認するために、患者の氏名を繰り返
したが、今回のような間違いが発生してしまった。今後は連絡を受けたときはこの確認以外に外来
から呼ばれた患者が、本当にその日に外来受診になっているかどうかも、オーダ画面や、ホワイト
ボート等で確認していくようにす る。
再診日入力後確認。
自分の持参した物品は処置終了時には必ず確認予定より早く呼び出しがあったり、患者の準備が
不十分な時は入室を遅らせてもらうようOpe室へ依頼する。
左右を勘違いしないため再確認の徹底を図る。

医師は書類作成を集中しておこない、口頭で外来看護師にも伝える。外来看護師は既存の術前
チェックリストに基づきチェックし病棟看護師に伝達する。カルテ記載欄の見直しを医師と看護師
合同で行う。
病院全体の取り決めとして、手術前処置用のミドリンＰとジクロードは詰所用をつくり、手術前処置
に使用し、患者個人のものは手術前には使用せずに、手術後１日目から開封して使用する事とし
た。
中止になった目薬などは引き出しの中に入れるか家族の人に持ち帰ってもらう。 チェックリストを
やる前に再度確認。
造影検査前のチェックについて診察室・病棟に周知した。
指示の確認
苗字だけでなくフルネームＩＤ番号でも確認をして検査データを綴るよう注意をする。 同じようなこ
とが起きないよう、病棟会議で話し合う。
訪室時にルートの確認をしっかり行う。
配薬時の処方オーダー確認作業の徹底 全ての患者に対する指示簿確認の徹底
ダブルチェックの強化。通知封印前の再度確認。
抑制が必要な患者は効果的に抑制をする。
抑制が必要な患者様の抑制を外す時は出来る限りそばで観察する。抑制部の発赤などがある場
合は位置をかえるなど工夫する。
眠剤を内服している事など患者の状態を把握し、観察声かけを密にする。

常時見守りが出来る部屋に移床し観察を密に行う。夜間は特に点滴の部位を患者が気にならな
い部位に固定する。
睡眠導入剤を与薬した患者さまは観察を十分行う。傍を離れる時は他の看護師に観察を依頼して
いく。
危険物のチェックを毎日していることで早期に発見できた。職員の危険物への意識を高める。
古いカウント用紙の撤廃。 ガーゼカウントのマニュアルを作成する。
手術器械カウントは急ぐ手術であっても確実に行う。執刀に間に合わない場合は、術者へ待って
頂きたい旨、勇気を持って伝える。外回り看護師は、術者へ協力を依頼してあげるなど、器械出し
看護師のバックアップを行なう。.
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具体的内容
器械浴での入浴中、浴槽から上がりストレッチャーでスライドさせた時にロックが十分にかかって
いなかったためストレッチャーが傾き転落しそうになる。
基準体重の変更に伴い、透析終了時間を確認しなかったために、1時間早く除水が終了してしまっ
た。
基礎体重の変更希望により、-0.3ｋｇ下げて計算するが、体重増加分以外の計算に更に0.3を足し
てしまった。患者は、血圧下降や下肢つり等なく帰宅する。医師へ報告し様子観察となる。
基本的にベッドストッパーはベッド自体を動かす以外は掛けていることになっているのに、回診時
に外れていた。患者が寄りかかったりして転倒する危険があった。
希死念慮を訴える患者に不穏時薬を与薬する際、ﾃﾞﾊﾟｽ0.5mgのところを1mg与薬した。患者に特
に影響はなかった。
幾度となく転倒されていた患者さんであり、人的に不足する夜勤帯での不穏な状態の時は、車椅
子に乗車していただき職員と共に移動しラウンド、ケアなどに当たっていた。しかし、排便処置のた
めカーテンで仕切っていたすぐ傍で車椅子からずり落ちられた。
既往にDMのある患者が急性腸炎にて入院される。持続点滴となり絶食となる。内代の医師に指
示をもらう。固定のインスリンの指示が出ており夕のDX１９６mg/dl。固定のインスリンを施行する。
そのご同職者に指摘を受け、医師に確認する。固定中止となり21時のDXの指示を受ける。21時
のDX６０mg/dlとなり低血糖症状あり。医師に報告し５０％ブドウ糖の注射を施行。０時のDX再検
し１６２mg/dlと値、症状ともに改善される。
既往にパ-キンソンあり、下肢筋力低下あるため、ベッドサイドにポータブルトイレを設置していた。
前日○/17右白内障手術施行されており、右目に眼帯されていた。(転倒・転落アセスメントシート
19点） ６:３０訪室時に、患者より「５時頃ポータブルトイレからベッドへ移る際、滑ってこけた」と報
告あり。「その時、床頭台の引き出しに指をはさんでしまって、指が痛い」との事。ポータブルトイレ
周囲の床は濡れており、点眼薬が散らばっていた。患者の左第2指に切傷、表皮剥離あり、出血
みられる。創部イソジン消毒し、シルキーポアドレッシング貼布する。バイタルサイン著変なし。患
者に再度トイレ移動時には必ずNsコールしてもらうよう説明する。ベッド周囲環境整備しておく。
朝、主治医来棟時にその旨報告する。経過観察とのこと。
既往に糖尿病があり、スケールにてインシュリン注射を施行している患者様で７：３０に血糖測定を
行ったところ、３１３ｍｇ/ｄｌであった為、スケールにてヒューマリンR３単位皮下注射施行。その後、
本日腹部CTにて朝食が延食となっていることに気がつき、医師へ報告。そのまま経過観察でよい
と指示を受ける。
既往に両乳Ｃａあり、乳腺外来受診時の指示で１部休薬の指示が出たが配薬され内服してしまっ
ていた。
期限切れのホクナリンテープが外来患者にわたってしまった。すべて回収し患者は使用しなかっ
た。
機械入浴時、興奮して手足をばたつかせ抵抗があった患者を看護師と介護士二人で入浴介助を
していたが、ネット部分に右手をぶつけ表皮剥離をした。
機械浴に入る時、車椅子からシャワーチェアーに移動する際に、膀胱ろうの接続を外してあるか
確認せずにトランスしてしまった。 →膀胱ろうが抜けてしまった。 →担当医と相談、他院（泌尿器
科）に連絡し、家族と共に受診し再挿入となった。
機能訓練にA氏が他の病棟の車椅子で行く、その時後ろのポケットにタバコ、ライター、財布を入
れていた。B氏が訓練終了後A氏の乗ってきた車椅子で病棟に戻った。看護補助者は車椅子（ポ
ケットに入ったまま）を所持病棟に返した。
気がついたのが準夜帯だったため、与薬はぜずに、後日主治医に報告をした。

背景・要因
改善策
移動時は二人で行うこととマニュアルに書かれてあるが一人で行った。ストレッチャーを固定する 業者に依頼しロック部分を点検、修理してもらった。再度、マニュアルの見直しを行なった。
ロックが充分に機能していなかった。
ラウンド時、透析時間設定の時間のみ確認し、終了時間まで確認しなかったため、間違いに気付 透析設定時間と終了時間の両方を確認する。
かなかった。
透析カードに除水量に足す分として0.3を記入した。
透析カードに除水量で記入しない。
どのような経過で外れていたか不明。誰も知らないという。自然に外れることは考えられない。い
ずれにしろ危険の予測に関してスキルアップが望まれる。
病棟常備薬にはﾃﾞﾊﾟｽ1mgしかなく、カーデックスの指示を見落とし、1錠という部分から思い込み
で1mgを与薬してしまった。
車椅子に乗車していただき傍におられるという安心感から、ふと注意がそがれたと思われる。

病棟へ注意喚起のみに留まる。
頓用薬は本人用の処方・調剤を行う。（病棟常備薬以外のものについて）
拘束廃止の取り組みを行っているが、転倒防止のために家族の許可を得て主治医の判断で、車
椅子乗車中は車椅子テーブルを設置させていただいた。

医師に絶食と報告したつもりでしたが伝わっていなかった。指示を拾うときに無意識で確認したい 医師に絶食中であることを伝える伝達を確実に行うべきでした。また医師の指示を確認した際、固
た。
定のインスリンがあることに対し疑問をもち医師に確認するべきだったと思います

・高齢であり、パ-キンソンによる下肢筋力低下があった。 ・前日白内障手術されており、右目は ・頻回訪室し、その都度トイレ促す。 ・病室の床が濡れていないかチェックし、その都度清掃す
眼帯していた。 ・ポータブルトイレ周囲の床が濡れていた。
る。 ・ベッド周囲の転倒しやすい物品は片付けておく。

血糖測定後、スケールを確認する際、食事は延食となっていないかまで確認する必要があった。 当日の検査の内容まで確認を行うようにする。インシュリン注射処方箋に、食事制限が必要であ
血糖測定を行っている患者が多く、また食事の時間が迫っていた為、焦っており確認が不十分で ることをメモしておく。患者様のベッドサイドで食事制限が必要であることを表示する札を作成す
あった。
る。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題

休薬の指示など、確実に行なえる方策を検討

病棟から返品になっていたホクナリンテープの中に期限切れのものが混入、それを確認しないま 返品になった薬は廃棄する。
ま薬品棚に戻していた。
入浴するたびに興奮状態になるので二人から三人対応を検討しているが人的配置に無理がある 高齢者の皮膚は弱く、入浴嫌いの患者対応を検討中。
（手薄日にはパートを導入している）
膀胱ろうの接続を外してあると思い込み、確認をしないでトランスしてしまった。
思い込みや、確認不足をなくす。 （膀胱ろうの接続チューブが外してあるか必ず確認してからトラ
ンスを行う。）
車椅子に所持品を入れたままにしておいた。

食後に直接口に与薬するつもりで床頭台」に置いていたが患者の手が届き、自ら袋を破って飲も
うとして、ばら撒いたと考える。その後確認に行ったが袋がなかったため飲んだと思い込んでし
まった。
気をつけて更衣をしていたが、衣服の袖を通した後、右手背をみたら、表皮剥離していた
伸縮性のある衣類ではなかった。
気管カニューレが閉塞していたので、急遽交換を行う。種類・患者名・サイズを確認して行った。交 ルーメン付規格までの確認不足。急遽交換となり、慌ててしまった。患者のカニューレに関して把
換後、ルーメンが付いていないことに気が付いた。今回はそのままとなる。
握していなかった。
気管カニューレ交換に際し、準備する看護師が、本来7.0サイズを準備するところを、誤って７.5サ 準備するもの、実施者のお互いの確認不足。
イズを準備し。交換実施するものが、確認せず、誤ったサイズのものを交換してしまった。後で気
がつき､交換をした。大事には至らなかった。
気管カニューレ交換時、処置伝票にシールを貼る際、前回のシールと大きさの違いに気が付き、２ ホワイトボードに大きさが記載してあり、遠くから見て２４Ｆｒと思い込み準備した。
２Fｒと２４Ｆｒのカニューレを間違えたことに気づく。
気管カニューレ交換時、小児科医師が新しいカニューレを患者の頚部あたりに落としたように見え 落として不潔になった気管カニューレをそのまま使用しようとした医師の考えがわからない。
た。はっきりと見ていなかったので医師に確認すると落としてしまったという。そのままそのカニュー
レを挿入しようとしたため、待ってもらって新しいカニューレを持ってきて交換してもらった。
気管チューブが８０％程閉塞しており、準夜帯で再挿管となった。その日の日勤で、上限圧アラー 以前から粘ちょうの痰が大量にあり、また、気管周囲からの出血がみとめられており、喀痰に血液
ムがなり続け、吸引したりして対処したがなりやまず、患者の呼吸状態が徐々に悪化していったた が混じっていた。このことから、通常に比べチューブ内への喀痰及び血液付着が起こりやすかっ
めドクターに報告し診察していただいた。レントゲンや心エコーをとった結果病状悪化は認められ た。
ず、気管チューブの閉塞も考慮されたが、気管チューブからのカテーテル通過が認められ、閉塞
はしていないと判断された。呼吸器設定を変更したりして対処された。しかし、準夜帯で気管チュー
ブからの吸引が困難となり、当直ドクターに気管支鏡で確認していただいた結果閉塞が確認され
再挿管となった。
気管支炎で入院中の２歳児。姉とともに椅子の上で遊んでいた際に椅子の背もたれに立とうとし、 ２歳児が椅子の上で遊んでいたにもかかわらず、家人の注意が不足していた。
椅子から転落し左額部を投打する。泣いてぐずったものの抱っこにて入眠したため、転落があった
ことを家人が看護師に報告することなく経過した。その後１時間ほどして起床した際に嘔吐して
ナースコールがあり、その際にはじめて転落があったことが知らされた。すぐに当直医に報告し診
察してもらい、特に問題なく様子観察となるも、３０分ほどして再度嘔吐があったため、念のために
ＣＴ撮影し、その結果も問題見られず様子観察となる。２回嘔吐があったため、ソルデム３Ａでルー
ト確保される。
気管支鏡が午後からの予定であり、朝食は１／２食で内服薬中ダオニールがあることに気付か
検査前の十分な確認
ず、下膳時に気付き検査前デキスター検査する。
気管支鏡検査は早出が実施することになっており，内服薬も同様だが忘れてしまった
確認不足
気管支動脈塞栓術後の患者に対し，２２時３０分枕子除去と検査介助の看護師から申しおくられ 初めて経験する手術であったため，枕 子の取り扱いに対する知識が不十分であった． 医師と
ていた．受け持ち看護婦にそのことを伝達する．受け持ち看護婦にて指定の時間に枕子される． 枕子の除去についての指示確認ができていなかった．
その後主治医来棟あり，枕子は医師にて除去されるものだったことを知る．医師の指示にて患者
に介助でベッドサイドに立位とり胸部不快，ＳＰ０２低下ないことを受け持ちの看護師とともに確認
する．主治医に電話にて報告する．夜勤師長に状況電話にて報告する．
263

車椅子に所持品を入れたままにしておかない。
患者の理解度の応じた与薬方法を行なう。患者の手の届く場所には置かない。この患者に対して
は確実に内服できるように直接口に入れて与薬する必要がある。
伸縮性のある衣類を着用する。十分に気をつける。
カニューレ交換時は、患者名・サイズ・規格・メーカーなどを確認し準備をこなう。医師に手渡す時
も、口で言いながら手渡す。
確認の徹底。
準備する際、カルテで確認する。患者様の前で交換時、再度確認する。
速やかに、消毒もしくは新しいものと交換して行う。
上限圧アラームだったので、吸引を行ったり、ラインに閉塞がないかを確認したりして対処しドク
ターに報告した。気管チューブからの吸引が通常に比べカテーテルが入りにくかったことをもっとド
クターに報告し、また、インシデントが発生した要因に記入した内容のアセスメントをもっと深く考え
るべきだった。

転落の危険性を再度家人に説明する。椅子などの上で患児が立ったりしている時は、目を離さな
いように注意を促す。

検査で食事の減量指示がある場合薬の確認を怠らない。慌てず、配薬時薬の名前も確認する。
検査前日には、絶食説明や、薬の確認をしておく。
指示を確認し検査に必要なもの何かを理解するは
気管支塞栓術後の管理についての知識を得る 医師とともに指示確認を行う
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具体的内容
背景・要因
気管支喘息で来院した患者に、点滴の指示があり準備した。ソリタ２００の中にサクシゾン１５０ミリ ・薬剤の保管上の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
グラムの指示のため、サクシゾン３００ミリグラムを、溶解液を使用し１５０ミリグラムをいれた。注
射準備時はダブル確認することになっていたが、自分は大丈夫と思い１人で準備した。注射が終
了し、薬液補充のため薬品カートを確認したところ、サクシゾンの溶解液は多くあり、そのとなりに
並んでいたヘパリンのアンプルが少ないことに気づき、間違いに気づいた。溶解液とヘパリンは透
明なアンプルで、量も同じ、形状が似ていた。患者の喘息の症状は落ち着いたが、血液検査を行
い異常の無いことを追跡、確認した。
気管支喘息発作で呼吸器内科を受診された患者の処方を、その患者の前に診察した患者のオー ・処方時の患者氏名及処方後の確認ができていない。 ・前の患者の処方を施行後、初画面に戻
ダー画面に入力し処方した。 処方した点滴内容を確認した看護師が処方の氏名が別人であるこ していない。
とに気づき、未然に防止できた。 直ちに正しい患者の処方をしなおした。

改善策
・類似薬品を隣併せにしない管理方法とした。 ・ルール必ず守り、手順通りに実施することの徹底
・事例の共有化のため検討会の実施

・前画面のまま処方を間違ってオーダーしないように、20分経過 すると初画面に戻る機能になっ
ている。 ・処方オーダー後は必ず、初画面に戻すことの徹底を図る。 ・処方オーダー時には患
者氏名の確認を必ず行う。 ・処方後の処方内容の確認をする。 ・オーダー処方時の作業手順を
意識し実施する。
・患者観察の強化 ・カニューレの紐のチェック ・家族の許可を得て手袋をはめる

気管切開し、気管カニューレ７．５挿入。下肢拘縮・上肢も拘縮気味であるが、日頃から臥床持に
両手でベッド柵を強く握っている。１時３０分に気管内吸引し、３時に訪室すると気管カニューレが
抜けていた。患者の呼吸状態は異常なく、ＳＰＯ２も９８％であった。当直医にてカニューレ再挿入
する。
気管切開し、気管カニューレ挿入中の患者様がカニューレを自己抜去された。時に不穏な動きが
あり抑制をしていたが、抑制がゆるくなっていた。患者は紐がきつかったのではずしたといわれ
た。
気管切開し呼吸管理中の患者。左鎖骨部の痛みを訴えたので、鎮痛剤を投与しうとうと傾眠状態
であった為、５分程その場を離れた戻るとチューブを自己抜去しているのを発見。
気管切開し酸素投与中の患者。理解力が乏しくルート類に触れようとするとめ、ペットボトルを使
用した抑制帯と、マジックベルト式の抑制帯を両上肢に使用していた。妻の面会があり、左上肢の
ペットボトルの抑制帯をはずし患者の手を握ってもらっていた。その後妻が、「ポーテックスを抜い
た」と報告を受けた。
気管切開を行った後,器械器具を片付けた時、ピンク針１８Ｇが入っているのを見落とし,洗い場に
出してしまった｡片付けをしていた助手がリキャップをしてしまい誤って針刺し事故を起こした。Ｂ型
肝炎のある患者であったが、キシロカインを吸うのに使用したのみであり、助手自身もＢ型肝炎の
抗体を持っていたので、経過観察となった。
気管切開患者。気管カニューレは、カフなしを使用中。２時４０分、病室巡回、訪室した。患者は手
に人工鼻を持っていた。気管カニューレの固定ひもは、そのまま頸に巻かれたまま、気管カニュレ
が抜けていた。ＳＰＯ２：98％で低下なし、出血なし。声をかけると「自分でやった。怖かった」と言
う。
気管切開患者様のネブライザー吸入を口からマスクで施行した。気管切開部カニューレから、ネブ
ライザーをする必要があったと先輩看護師より指摘を受けた。患者様の状態に変化はなかった。

・痴呆患者における医療体制

気管切開時、医師の口頭指示「ドルミカム 0.5Ａ」に対し、看護師Ａが「ドルミカム 1Ａ」を注射筒に
詰め看護師Ｂへ「ドルミカム 0.5Ａ」と言って手渡す。 看護師Ｂは、0.5Ａ入りの注射筒と思い込み
1Ａ量を注射する。
気管切開中で酸素0.5L 酸素吹流し中に家族と一緒に全身清拭をしていた。酸素吹流しの蛇管に
T字管を付けて実施中体位を側臥位にした際蛇管が引っ張られる形になり気管カニューレが抜け
てしまった。来棟中の主治医に直ちに報告し再挿入してもらった。
気管内チューブ抜管後、痴呆もありIVHを引っ張る行為がみられていた患者。右手にペットボトル
使用した抑制帯をし、左手と右下肢に安全帯を使用していた。深夜から日勤への申し送りを行って
いた。栄養チューブより注入食を注入中、左手の安全帯を左足で外し、栄養チューブを引き抜いて
いるところを発見した。その後のバイタルには変化なし。
気管内吸引時患児が暴れ、体動が激しかった為、上下肢抑制し施行。その後モニターで動脈波形
が現れなくなり、針とラインの接続部が外れかかり出血していた。

施行時、声だし確認を怠ったこと。 0.5Ａを渡されたと思い込み確認を怠ったこと。 注射液を詰め 注射液を準備した看護師が施行すること。 双方が確認を行うこと。 ＊注射薬アンプル（ビン）
た看護師が施行すべきであった。
のラベルの薬剤名・数量記載部が簡易に剥がれ、注射筒に再貼付出来るようにし、実施者が実施
時再度薬品名と量を確認出来るようにする。
当日清拭の患者が多く、いつもは重傷者は看護師２名で行うようになっていたが人手が不足し、 重症患者は必ず看護師２名で清拭を行う。 体交時は一旦外して固定後に装着するよう徹底す
つい家族に協力を求めてしまった。 家族への手順の説明不足だった。 蛇管の事前のゆとりなど る。 蛇管にゆとりを持たせて実施する。
の確認不足。体交時には一旦外して体位を固定して再装着する。 手順の認識不足
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務、労働体制上の問題点
・申し送り中は、フリー業務の看護師が責任を持って患者の観察を行う。 ・安全帯が外れないよう
に、患者の体位を整え安全帯の緩みがないようにする。

・患者の理解がないこと ・抑制が効果的ではなかったこと

・患者様の理解が得られるように繰り返し説明し、抑制をする ・カニューレの固定方法の検討を
する

抑制は行っていたが、効果的な抑制にはなっていなく、患者の上肢の自由度についてはチューブ 効果的な抑制ができるようトレーニングする。患者の苦痛の訴えを早期に対応するべきであった。
に手が届いてしまう可動域があった事に気づけなかった判断ミス。
頻回な訪室。
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。
・チームメンバーにも伝達を行い観察を行う。

業務の一つ一つに注意し責任ももって仕事をしていない

厳重注意を促す。

自己抜去。 日頃から、人工鼻を触り、自己ではずしていることがある。人工鼻を触っていて、はず 気管カニューレの固定ひものゆるみがないか観察する。 手に、別の物を握らせる。
そうとして引っ張り、気管カニューレも抜けてしまったのではないか。
知識不足

何かを行う時は何故行うのか、どのように行えば効果的かを考えて行う。

体動を予測し、ライントラブルを避ける為の対策として、抑制だけではなく固定の確実さ、挿入部の 毎時間のラインチェックだけでなく処置前・中・後のラインの状況を把握し異常の有無、挿入部の
観察が不十分であった。
観察をする。特に小児においては予測以上に体動があったり、又ライン抜去等の動作につながる
事もあるため、留意する。
レスピレーター使用時の患者管理の方法の問題があった。
ＪＳＣ1桁の患者のレスピレーター管理について見直す。

気管内挿管・レスピレーター管理中の患者が「ジャマだった」と言って挿管チューブを自己抜去し
た。上肢抑制してあったが、頭を手のほうに持っていった。ＪＣＳ1桁でセデーションはかけていな
かった。
気管内挿管チューブを抜いた後、右手の抑制をしていなかった為目を離した隙に左手に入ってい 気管内挿管チューブを抜いた後の患者の発語による要望が、手の抑制を外してほしいと訴えで
た動脈ラインを抜いてしまった。
あった。本人難聴もありこちらの言うことが理解できているかどうかが不明瞭であったと思われ、
夜間帯も抜いてしまったということがあった為、頻回に訪床して注意していたが、やはり抑制は必
要であった。
気管内挿管チューブを抜いてからせん妄状態持続し、鎮静剤と睡眠導入剤を投与し、両上肢抑制 患者は精神的不安定強く見られた為、増強させないようラインに手が届かない程度にゆるく抑制
していた。２分ほど別の業務の為、離れ戻ると動脈ラインと末梢静脈ラインを自己抜去していた。 していた。手が届かない位置にあることを確認し、その場を離れたが患者の体動により手の届く状
態になり、事故抜去されてしまった。
気管内挿管中の患者に口腔ケアを行う際、糸で結ばれているはずの脱落しそうな歯がない事に 脱落しそうな歯に対して、糸はかけてあったが、放置された状態であった。
気づく。当直医師に診察・確認したが、すでに抜歯されている状態であった。
気管内挿管中の状態で下顎前歯の２本がぐらついていた。噛む力が強く、口腔内保清時は２名で 挿管状態の口腔内観察及び情報伝達が不足。
実施していた。入室２日目、入室時に対応した看護師が、１本歯がないこと気づく。
気胸に対し低圧吸引中の患者のレントゲン撮影の際、ドレナージチューブをクランプして移動させ 業務手順・ルールの問題点：看護手順の該当項目のマニュアルには明記されているが、当事者
た（低圧持続吸引器のバッテリーが充電されいなかったためクランプが適切と自己判断した）。
がwater sheelの概念を知らなかったことが問題。
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患者の状態をしっかり確認し、状況判断を行う。

ベッドサイドを離れる時は他のナースに見てもらい、抑制は確実に行っていく。
脱落しそうな歯の保護及び、可能な場合は危険性を考慮し抜歯又、確認するチェックをスタッフ間
で共通認識し、何時抜けたのか明記するようにする。
挿管中の口腔内の観察と状況を記録する。ｸﾞﾗﾂｷ状態の歯は家族に説明・了解を得て早めに歯
科処置などを行う。
教育、看護手順再確認。
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具体的内容
気切部よりＴチューブが挿入されておりＴチューブにインスピロンの蛇腹が繋がれＯ２３リットル施
行中の患者であった。中心静脈埋め込み型ポートあり、ネオパレン２号１０００ｍｌ、２４時間ｋｅｅｐ
にて滴下を行っていた。日勤帯にて入浴され、ポートの針を差替え、固定、包交を行った。同日２
１：３０頃患者の希望によりドルミカム２Ａ＋生食１００ｍｌ側管よりＤｒｉｐ開始した。なかなか入眠出
来ず、７０ｍｌ／１時間にて５０ｍｌ滴下したところで入眠、２２：５０ １０ｍｌ／１時間まで滴下を緩め
た。翌日 ０：００入眠中トラブル見られず。２：４５ 付き添い中の家族よりＮＳコールあり、インスピ
ロンの蛇腹の接続が外れポートのある右前胸部が濡れているとの報告をうけた。一時呼吸速拍と
なるため、Ｏ２５リットルまでアップするがＳａＯ２ ９９％あり、再び３リットルに戻す。ポート挿入部
から右胸から肩から腋窩にかけて腫脹あり。中心静脈栄養の滴下を止め、当直医へ報告。当直
医よりｃｏｏｌｉｎｇして症状観察とし、中心静脈栄養はポート部周囲の状態が良くなるまで中止。末梢
よりのＤｉＶ指示オーダー受ける。患者自身には動揺見られず、末梢よりドルミカムの残りを実施し
て欲しいとの希望あり、末梢より滴下する。９：３０ 主治医不在のため、他の常勤医に診察しても
らい、本日は末梢よりＤｉＶのみで様子みる旨指示を受けた。事故当時、上肢の運動が活発であっ
た。家族も入眠中であり、無意識に上肢を動かしルートと蛇腹が上肢に引っかかり外れたものと思
われる。
気泡ｱﾗｰﾑが鳴り、回路内に空気が入り、気泡検知器が作動し、機械が停止た。
規格間違い調剤
記載されていた薬剤を持続点滴に混注するよう指示が出ていたが準備していた別の点滴に混注
してしまった。間違いに気付き医師に報告し、至急で上げてもらい再度準備を行った。
起き上がり動作があったために体幹の抑制をさせていただいた。その後睡眠と覚醒を繰り返しゴ
ソゴソしていたが手がラインに行くことはなかったので手の抑制は行わず様子を見ていた。他の患
者のケアを終え訪室するとペースメーカーのリードが抜かれていた。
起き上がり動作がみられ抑制（体幹・両手）を行っていた。昼から食事開始となり食事中抑制解除
し患者様は食事を自己摂取していた。しばらく様子をみていたが、食事摂取中に問題はなさそう
だったので、隣りの部屋の受け持ち患者の様子を見に行った。その後部屋に戻った時にはすでに
末梢を抜去された後だった。
起き上がり動作やライン抜去動作は常にあり注意して観察していた。患者様が横向きになったの
で危険だと思いすぐに傍に行ったが間に合わず末梢静脈ラインを自己抜去された。
起き上がると転倒の危険がある患者である。抑制帯を締めていたが、接続がはずれているのを発
見する。本人は、ぐっすり眠っている。
起床し車椅子でトイレに行き車椅子から便座に移動しようとして下肢に力が入らず転倒してしま
う。痛みやバイタルに異常はなかった。
起床介助中に他利用者を食堂へ誘導するとうつむいて咳き込んでいるところを発見する。 本人
「飴玉を喉につめました」 看護師報告 ＳＰＯ2 ９４％ 呼吸音良好 口腔内肉眼的に発見出来
ず
起床後車椅子に移乗し洗面台前で、ストッパーを掛け待っていてもらい、他の患者を起こしに言っ
た。 →洗面台の方に戻ろうと思い廊下に出ると、先の患者が左下側臥位で“くの字”のように倒
れている所を発見した。 →本人に“どうして倒れてしまったか？”と聞くと、“上着を部屋に忘れた
から自分で取りに戻ろうと動いた。”との事であった。 →患者を車椅子に乗せ、看護師に報告。血
圧測定。BP 135/67, P 72, SpO2 96％。 →痛みなどの訴えは無かったが、左目尻上が内出血し
ていた。 →師長が出勤してから報告した。
起床時、患者の額に１．５ｃｍ程の腫脹があり、本人移動中にベッドにぶつけたと答える。

背景・要因
インスピロン蛇腹の接続部の固定が不十分であったこと ルート類の通る位置がきちんと出来て
いなかったこと。

改善策
接続部の固定・ポート挿入針・ルートの固定を再チェックし、厳重に固定する。 上記の固定位置
等をラウンド毎に必ず点検する。

チャンバーの血液充填度の観察不足
確認不足
確認不足。思い込み。

回路の点検を業者に依頼 透析中の観察項目チェックを強化
患者の年齢を確認して規格量をチェックする
薬品準備時の確認作業の強化。指示箋等の記載確認の徹底。

観察不足 判断不足

危険行動があり、睡眠障害もある患者様は早めにセデーションなどの相談をする。

観察不足

観察時に大丈夫でもライン抜去動作のあった患者様の傍を離れる時は抑制等の措置を行う。

観察不足 出血傾向の患者様であったので抑制を行わなかった。

出来るかぎり傍で観察する。

抑制帯が確実にしめられているかのチェックがなされていない。

患者の安全の保障には、確実に用具の確認をする。

観察不足

起床直後はうまく動くことが出来ないこともあるのでナースコールをしていただくように説明した。

○／１夕方より不穏あり、夕食も摂取されずに車椅子にて徘徊されていた。 そして利用者の目の 環境の整備に努める
届くところに飴玉を置いていた為
洗面をすぐにやらずに待ってもらい、患者への目配りが足りなかったと思う。 当患者が車椅子を 車椅子乗車中、自力駆動しているときは、注意し介助にて部屋へ戻すように努める。
自力駆動してしまうことも原因の１つ考える。

白内障がすすんで来ており障害物が見えなくなってきていると考えられる。ヘッド保護帽があるが 保護帽を新しく作成するよう検討。ベッド柵を柔らかいマットで覆う。
フィットしないないため本人が外してしまう。
起床時の貼付薬を見落とし投与し忘れた。
配薬ケースのボックス内を、十分確認せず配薬し忘れた。 投薬チェックを確実に行う事をしてい 投薬についてのルールを理解し、徹底する。
なかった。
起床時ボナロン内服介助行う。嚥下困難があるので確認し薬が見あたらなかったので、内服した 慌てていてよく確認できていなかった。
内服時の確認を口腔内の大きく開けてもらい確認する。磨りつぶすことも検討していく。
と判断した。７時ベッドサイドに行くと、湿った状態の錠剤を発見した。
起床時間となり、他の患者の検温等で見守りがしにくくなる為、起き上がり動作が頻回にあり、痴 業務手順の不備
業務改善
呆のあるＡ氏を車椅子乗車としていた。何度も説明をしたが「帰る」と言うＡ氏は立ち上がり、歩行
しようとしていた。他にもしなければいけない業務があった自分は、焦りがあり、Ａ氏の興味を向け
られるものを考え、運ばれてきたＡ氏の朝食に気付き、胃カメラが控えている事をすっかり忘れて
配膳してしまった。Ａ氏が食事に気を向け摂取した為、安全を確認しながらリーダーに送りをした。
その際Ａ氏の本日の予定を送った時、胃カメラがある事を思い出した。その後慌ててＡ氏に説明
し、食事を中止したが、数口摂取してしまっていた。
起床時交換する予定の、硝酸剤外用薬を投与（交換）し忘れた。
指示の見落とし。
確認の不十分で起こった結果であったため、業務内容を再確認し、確認業務について理解する。
起床時与薬のボナロンを７時に、患者の口の中に入れ、コップを渡し、その場を離れた。その後で 嚥下する前に側を離れ、最後まで服薬確認していない
嚥下するまで、側を離れない。最後まで服薬確認する。
ナースコールがあり「お茶が出ない」と言われたので、ストローを調節し飲めるようにし一口飲んで
もらった。口の中を確認すると、薬はのこっていなかった。布団の上にも落ちていなかった。１４時
の体位変換時に、寝衣の中から、ボナロンが出てきた。
起立性調整障害の患者さんにＯＤテストを病棟から臨時で応援にきていた看護師が施行し検査段 応援看護師は外来検査に対しての知識や経験が乏しい。
基本的に特殊な検査については応援看護師には任せず、外来看護師が行う。任せる場合は充分
階で確認される脈拍測定を忘れた。
に説明し理解してから任せる。
起立性低血圧、脱水の患者様。妻が食事介助していてむせる。ギャッヂアップのまま吸引施行。 ギャッヂアップを３段階でゆっくりあげていったが、配膳に行きその後の観察が不十分だった。
血圧測定をしながら段階的にぎゃっぢアップしていく。 血圧の安定を確認して食事を開始する。血
酸素飽和度９９％で、医師に電話連絡する。徐々に顔色不良となり血圧６０台に下降する。下肢挙 ギャッヂアップ後に血圧測定をしなかった。 妻に食事介助を全面的に任せてしまった。
圧が安定するまで側を離れない。 妻任せにしないで看護師が食事介助しながら指導していく。
上し血圧１００台に上昇した。妻は、「起立性低血圧のことは良く聞いているので、さっきも顔つきを
見て大丈夫と思っていて一口入れたらむせた。」と、言う。
偽膜性大腸炎にて抗生剤が注腸にて3回／日で、投与開始となった。深夜勤での開始時間を見落 自分自身のケアデックスの確認が甘かったと思う。補佐なしの初めての夜勤であり、深夜での業 落ち着いて１つ１つ確実にやっていく。
としてしまい、午前2時分の注腸が抜けてしまった。この患者様は意識状態ＪＣＳ?ー１ー２であった 務（共同の）や点滴、血糖、患者のＤｒ指示に気をとられ、また精神的にも余裕がなかった。
がその後ＪＣＳ２ー１０ー２０，尿量減少にてＢｒ挿入、呼吸状態不安定にてＯ２：３L３５％→５L４
０％にした。準夜勤ではBP低下（７８／３４）でＤｒ指示にてイノバン３ガンマ／ｈで開始になった。そ
の後Ｂｐ８０ー９０／４０ー６０，尿量は少ないまま７０ー８０ｍｌ／８ｈ，という状態であった。
偽膜性腸炎で経管栄養の患児のミルク１５ｃｃを１０／ｈで注入する指示を確認不足で間違えてし カルテで確認した時に、確認が不十分だった。Wチェックを行い忘れた。
Wチェックの徹底。カルテで確認時声だし確認をする。
まった。今まで1時間注入だったために１５／ｈで注入を19時にしてしまい、次の1時の時に深夜の
スタッフに指摘されて気が付いた。翌日、医師に報告。下痢の悪化はみられず。
儀の日からの定期薬がまだ調剤なっていないと電話あり、確認したところ２回分処方になっており 定期処方は最後の日付で判断しているため２回分書いてあるとは思わなかった。
薬局では調剤印で判断してもらう。看護科では２回分あるとか特別な処方には付箋を貼り注意を
最初の日付を見落とし後の日付の分のみ調剤する
促す。
技師2名で一般撮影、1名は歯科撮影中で起きた。病棟の患者のフィルムが1枚整理されていない 技師2名で一般撮影、1名は歯科撮影中で起きた。一般撮影の午前中は３名必要だった。
フィルムチェッカーで二重チェック。 勤務スケジュールの調整。
ことに気づき、再撮影となった。
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具体的内容
義肢合わせ時動かないように説明したが、患者が２～３歩移動した際にバランスを崩して転倒した
がその場面に義肢屋のみで看護師はいなかった。
喫煙室でタバコを吸っていた患者様に消灯時刻の声かけをした。すると、患者様が半分ぐらい吸っ
ていたタバコをポケットの中に入れようとしているところを発見する。
喫煙室のライターを固定する際、テープを切るためにはさみを使用した。その際に危険物の保管
場所に返却したはずであったが、帰りの危険物チェック時にはさみが足りなかった。誰が使用して
いるかもわからない状態であったため、自分が返却せずに紛失してしまったかと思い、焦ってし
まった。結局、後に誰かが返却していて、紛失した訳ではなかった。
喫煙所まで一人で歩かれていたが、呼ぶ声で言ってみるとホールでしゃがみこんでいた。
詰所までＮｓコールを押さず、独歩にて来る。血が出たというため見ると、左眉より出血しており、
電話ボックスの角で打ったという。 Ｐ72、ＢＰ128-76ｍｍＨｇ医師診察後、創部消毒し様子観察と
なる。
詰所内にて車椅子乗車していたが、ガタンという音で患者の方をみると両膝をついているところを
発見。転倒した状況を詳しく見ていた看護師がいなく、詳しくは不明。本人に状況をたずねるが、
はっきりとした返答なし。
逆行性膀胱造影と注腸検査を続けて行うことになっていた。逆行性膀胱造影から開始し、研修医
（１年目）が造影剤を注入しながら、指導医が透視下で検査を行っていた。検査の途中、放射線技
師より、造影剤がガストログラフィン（注腸用）ではないか、と指摘された。確認すると、本来イオパ
ミロンを注入しなければいけないところ、ガストログラフィンを注入していたことが判明した。すぐに
生理食塩液で膀胱洗浄をし、本来のイオパミロンを使用して逆行性膀胱造影を終了した。患児の
状態に変化はなかった。
久しぶりの再来のため診察券を無くしたという患者に口頭で氏名を確認しカルテを作成したとこ
ろ、同音異名の患者だった。（姓は同じ、名前が音が同じで字が違った）受診前に患者本人が気付
き問題は生じなかった。 氏名と生年月日のダブルチェックを怠ったうっかりミス。
久しぶりの耳鼻科受診の患者で待ち時間が長くかかっていることから患者から耳鼻科受付に問い
合わせがある。受付の確認をしたところ再来器へ行き案内事務員に相談、診察券と予約券を事務
員に見せると「予約券があれば、直接耳鼻科の診察券入れにカードを入れて前でお待ちください」
と案内。しかし予約券の内容は他科であり、すでに診察日も過ぎており、受付がされていないまま
だったので、診察待ち時間がかかった。来院時間を患者に確認して間に診察を受けていただい
た。
休憩から帰ってきて、訪室すると抑制帯がはずれており、点滴を自己抜針しているのを発見。絶飲
食で点滴管理中の患者。内科当直に依頼して再挿入し、抑制帯がはずれないように固定した。
休憩に入るときに利尿剤の指示があり実施．交代者に指示があることは伝えたが実施は伝えな
かった。休憩から戻った後で、交代者も利尿剤を与薬していた
休憩交代時、申し送りをベッドサイドで受けたが、この患者のベッドまではいかず口頭で申し送りを
もらった。自分の中ではこの患者の受け持ちであるという自覚はなかった。そのため１時間、観察
とバイタル測定が行われず経過した。幸い何事もなく終了できた。患者が帰宅後、他の看護師より
指摘を受けた。
休憩交代中、他のナースの患者も受け持ち採血を頼まれていた。しかし、別の患者の採血を行っ
てしまった。
休憩交代中に開始された薬剤があり、申し送りを受けた。末梢静脈投与禁止ということを十分知ら
なかった。
休憩中の２０時にナースコールあり、眠前の内服薬希望され他の看護師が患者に手渡し内服され
る。２１時に患者が眠れないとナースコールあり、内服したばかりのためもう少し待つよう説明し
た。２１時３０分にもう一度ナースコールされもう一錠眠剤希望される。連日追加でネルボン一錠内
服されておりネルボン一錠を患者に手渡した。その後コストを取るときに本日よりネルボン一錠が
定期になっている事に気づいた。２２時患者の所に確認に行くと内服済みであった。すぐに医師に
上申し様子観察となった。
休日、放射線拘束者を呼ぶように救急外来Nsに言われたのを忘れたため診察が遅れた。
休日に処方されたガスターD 10ｍｇを薬局に取りに行った。 ガスターD（10ｍｇ） ２錠 ２× (５日
分） 翌朝から服用とのＤｒ.指示 ガスターD（10ｍｇ） ２錠 ２× ５日分の指示をガスターD（20ｍ
ｇ）と間違えて薬局よりもって上がった。 10ｍｇと20ｍｇが上下に並んでおり「間違えやすいなー」と
思いながら薬を出した。別のＮＳへ確認はしてもらっていない。この表示を見て下の段のガスター
を取ってしまった。 取ってしまった後からは10ｍｇと思い込んでいた。
休日に新規の薬の処方指示があった。他患者が同じ薬を内服していたので休日明けまでの分を
かりた。休日明けに薬を薬局に依頼した時に違う薬を投与していたと薬剤師より指摘をうける。患
者に異常な症状はみられず。
休日に退院が決定した患者で当日診察券を渡し、次回受診日などは伝えたが、紹介病院への返
答書、レントゲンの返却を忘れてしまった。借用のレントゲンも当院のレントゲンの中に入れてあ
り、事前におこすはずのチェックリストも記入が３箇所(事前リーダー・深夜勤者・日勤者）でされ
ず、深夜の記載しかなく渡す直前の確認も外来カルテも見ておらず、医師にも確認されていなかっ
た。返答書はファックスで送る事になり、レントゲンは病院側から返納となり、患者への影響は無
かった。
休日に婦人科から依頼のあったヒュメゴンの筋肉注射を行った。薬液は前日患者様の分だけ休日
注射の冷蔵庫に婦人科外来のスタッフが準備してあった。患者様が筋肉注射を終えて帰られた後
に他の看護師が薬液が冷蔵庫に残っているのを発見し、溶解液のみ筋肉注射した事が分かっ
た。
休日の点滴予約患者をフルネームで診察室へ呼び込み、点滴前に医師の診察を受けてもらっ
た。診察後に点滴の指示がでたため、点滴の準備をして再度患者をフルネームで処置室に呼ぶ
と、診察を受けた患者と違う患者が来られた。そこで先の診察を同姓の患者が間違えて受けたこ
とに気づいた。
休日の日直で、生化学の検査中に、分析装置が異常フラグを出していた。しかし、その警告に気
づかず、正確でない検査データーを臨床側に返してしまった。
休日の入院患者の撮影依頼に基づく業務で、名字のみの呼び出しで、名前の極似した違う患者さ
んをＮＳが引率、撮影後患者さんから「字が違う」と指摘され、引率のＮＳに再度「名字」だけで再
確認 した。「ＡＡ」と「ＡＢ」

看護師が同席していなかった。

背景・要因

改善策
今後、義肢あわせは、予定を立ててリハビリにてＯＴ・ＰＴの管理下で実施することになった。

指導が不十分だった

吸いかけのタバコは、火事になる危険性が高いので今後そのようなことがないよう指導する。

自分は返却したはずであったが、返却したかどうか自信がなかった。

思い込み、忘れというものはあってしまうものであるため、注意が必要である。

ご自分で歩かれるのをどこまで見守り、支えるか？
薬剤(睡眠安定剤）

ご自分で歩かれるのをどこまで見守り、支えるか？
ナースコールを押すよう、繰り返し、説明する。

歩行が自立しておらず、しかも脳腫瘍の術後で脳浮腫が改善していない中、転倒のリスクはとても 一人で棟内を動いているときは、担当看護師や他スタッフが見守っていき、転倒・転落を起こす可
高い。
能性を軽減していく必要がある。
・介助看護師は、造影剤２剤を準備したが、２剤を別々の場所に置いていた。しかし、２つの検査 ・造影剤は、１検査毎に準備する。 ・研修医への指導、教育を徹底していく。
を続けてて行うということで、放射線技師が２剤を並べてしまっていた。 ・２剤とも無色透明で、シ
リンジに吸って準備していしまうと判別が困難であった。 ・検査開始直後は、２年目の研修医が
造影剤を扱っていたが、途中で１年目の研修医に交代した。１年目の研修医は、検査内容につい
てよく理解していなかった。 ・検査を実施していた指導医、２年目の研修医は、患児の固定等をし
ており１年目の研修医の手元が死角になっていた。
生理的問題点
基本に立った事務処理を行うよう徹底した。
事務員の案内が思い込みもあったため不十分。

予約券は全科共通であるが患者より問い合わせがあった場合、内容を確認したうえで適切な案内
が必要。受付の段階で、予約の有無、病状を最低限把握し、その病状にあった診療科の選択を望
む。

観察不足 不注意

2時間毎に体位変換しているが、背部に枕を入れて両手を同じ側の柵の近くにしばったため、両手
で上手に抑制帯をはずしていた。患者の安楽を考えた抑制方法や時間の検討。

連携不足

勤務者が休憩で交代する場合には、引継ぎを確実に行う

観察不足 確認不足 不注意 思い込み

交代時は、受持ち一人一人を「チャートを見て申し送ることを励行する。受持ちの範囲よりひとり余
分に観る事になってることを守る。申し送りをもらい終えたらもう一度、ここからここまでと申し送り
の相手と声を出して確認する。

患者の名前、指示伝票などを確認せずに行ってしまった。

患者へ投薬や、採血を実施する際は必ず指示書で確認を行う。

曖昧な知識で、さらに不在時の投与された点滴を確認しなかった。

相手に業務を依存し、受け持ちナースとしての責任が不足していた。 業務上のルールを徹底す
る。
内服が定期になっていることが記録になかった。内服薬の確認不足。眠剤を渡した看護師とナー 追加指示があった場合は必ず記録に残す。内服薬は受け持ちの看護師が必ず渡す。
スコールを受けた看護師が違った。

救急車で２名来院、うち一人は初診、また同じ頃子供の急患２名、電話対応などもあり追われてい 依頼を受け、呼出しができた時点で依頼者に連絡がとれた事を伝えるように日当直者に徹底を
た。
行った。貼紙も作成し徹底されている。
当事者の慣れによる思いこみ。PTPシートの薬名の確認不足。病棟での薬のセット時の確認不
棚の配列を変更する（例：五十音順に縦に並んでいるものを横に変更）。 各薬品棚の棚番号を規
足。 表示が上下どちらの枠にもとれた。 マニュアルはあり、手順は決まっていたが守られていな 則的な並びにつけかえわかりやすくする。 薬の表示は薬剤の下にしていることを知らせる。 薬
かった。
品棚の中に薬名を貼ったケースを入れ、薬剤はその中に入れる。 機能面を考えた薬品棚に変更
する。
夜間・休日の処方の手順がない。 確認不足。

夜間・休日の処方指示があり、薬局から薬を持ち出す時のマニュアルを作成。 2人で確認する。

事前時記載するはずのチェックリストの記入漏れがあった。 外来誌の確認をせずに対応した。

退院チェックリストの事前の記載と共に退院時には再度全てのレントゲン、外来誌などもチェックす
る。担当医師が返答書などを記載していない場合は、医師に再度伝えるなどの対応をする。

確認不足 知識不足

初めて注射する薬液はあらかじめ良く確認して注射を実施する。

本来の受診患者は３０代前半であったが、間違えて受診した患者は７０代であったにも関わらず、 外来患者はネームバンドでの確認がないため、フルネームでの確認を看護師、医師ともに確実に
看護師が診察室に招き入れる際に年齢を確認していなかった。 医師も診察する際に年齢、フル 行う。
ネームでの再度確認をしていなかった。
異常フラグの意味を理解していなかった。 今回の検査データーと前回値チエックを行っていな
分析装置の操作法を、より理解できるよう勉強する。 データー確認を十分に行う。
かった。
病棟での確認不足と現場での最終確認不足。患者確認不十分。看護職と技術職の連携不適切。 名字のみの確認は厳禁。フルネーム確認、リストバンドの利用、マニュアルの遵守。.
教育・訓練が不十分だった。役割分担に問題があった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
休日の夕方の静注をする時間が遅れ当直帯になってしまったため，診療科の医師がおらず，別の 医師の当直体制の問題。 医師の絶対数の不足。 当院の抱えている大きな問題。
現状では連絡体制を見直すしかない。 医師全体の協力体制をお願いする。
科の当直担当医が行うことになったが，その当直医は注射があることが分かっていなかった。 連
絡の不備が原因。 患者への影響はなかった。
休日前で翌々日の分の点滴分も用意されていた 本来○月１８日に施行すべき筋肉注射を本日 日付けの確認を怠った
原則どおり確認
施行してしまった
休薬指示のある薬を内服してしまった。
申し送りで休薬確認を怠った。朝食前の薬が休薬であるのに朝食前に伝えられていなっかった。 必ず、休薬指示は申し送り時に指示書を参照して確認する。検査前説明時には、休薬指示を本人
に伝え、患者様自身にも休薬の認識をもっていただく。必要時、休薬が危ぶまれるときは看護師
管理とし、休薬が解除になった時に本人に返却するようにする。
吸引介助の為、児の顔を横から正面にする際、挿管チューブをひっぱってしまい抜管してしまっ
はじめての処置介助による技術不足、知識不足があった。
他のスタッフの処置を見学して学ぶ
た。
吸引管からの洗浄液が逆流し、配管まで洗浄液がきてしまった。
吸引器とフィトフィックスの接続を間違えた。
吸引器に番号をつけ、番号を確認品がら実施する。
吸引施行時、患者様の拒否動作があり持っていた摂子が患者様の右眼結膜に接触、流血しまも 判断間違い
吸引時は摂子を使わず、手袋にて行う。なるべく2人で行うようにする。（1人が拒否動作を防ぐ）
なく止血する。
吸引時に患者の腕を押さえていた。その際、患者様の右手が吸引チューブを払いのけようとした 患者の腕を無理やりに押さえた。 技術が未熟であった。 患者の皮膚の観察が不十分であっ
高齢者は皮膚が被薄化しているので、特に注意して吸引などの処置を行わなければならない。
為押さえた。そのとき、患者様の右手前腕の皮膚が剥離してしまった。
た。
吸引時抵抗が強く看護師２人で吸引していた その際にも上肢の動き激しく両手掌ヲ強く握り締め 吸引に気を取られ周囲への注意力が欠けていた
事前に患者の状態をよく知って対応すべきであった 不動手袋をしておけばよかった
た 吸引終了後３センチ円大の擦過傷が出来てしまった
吸入の指示が出ていたが、指示箋の記載が不明確であったため、以前の処方内容で処置を実施 確認作業の不備、記載方法（汚字）に問題
記載方法について見やすいように努めるよう指導。 確認が困難な場合は、必ず医師へ確認し、
した。後で医師に確認したところ薬量に変更がされていた（0.2ｍｇから0.3ｍｇへ）
勝手な判断を下さないよう院内へ周知
吸入の指示でリンデロン１ｍｇ×４となっているのを 看護師が転記する際リンデロン４ｍｇ ４×と 看護師が指示内容を転記したこと ×４と４×の区別がつきにくく間違いやすい表現になったこと 指示内容の転記はしない ４×という表現は用いない 冷蔵庫の中の整理整頓
書いていた １日量を注射器に準備し４回に分けて使用していた。 夕方実施する際、看護師が注 冷蔵庫に保存している注射器がわかり難い
射器の中に入っている液が少ないので疑問に感じ破棄して、新しく作り４回分全量を吸入した。器
械の調子が悪く途中で中止したが、後始末する時に間違いに気がついた。
吸入液の薬品を取り違えた。本来、蒸留水100mlと生食100mlのボトルを取り違え、調合し使用し 確認をしたつもりだったが、その作業に慣れや確認の不十分さがあった。
常に確認の重要性を認識し、仕事に従事する。
た。
吸入器による吸入治療終了後、コンセントをさしたままにしていたため、患者がカーテンを閉める 多忙
一つ一つの行為を確実に終了させて次の業務を行う。
ためベッドサイドを歩いていて、コードに躓き転倒された。
吸入薬を６人分作り、患児に渡し吸入をしてもらう。容器には患者名を書いてあるが、間違って違 吸入薬の名前の確認不足。他に緊急入院があり気持ちにあせりがあった。
吸入薬を渡す時に名前を声だし確認する
う患児に渡してしまった。面会に来ていた母親から指摘され、間違いが発覚する。１１：００に実施
予定の吸入薬を深夜で作成準備していた。極少量吸入した時点でわかり、患児には影響はなかっ
た。
吸入薬を開始する患者に，投与量を確認せずディスク１枚を与薬した．指示の４倍量。
知識不足 確認不足
与薬前に確認し，自分の思い込みで行わない おかしいなと感じた時は，その場で医師に確認す
る
吸痰をしようとベッドサイドに行くと左側のベッド柵がはずされたままになっていた。20分前におむ 看護助手と看護師のペアでおむつ交換が行われたが、ケア後の点検・確認が不十分だった。
ケアを終えてベッドを離れるときはベッド柵など患者の状態、周囲の状況を視差呼称して必ず確認
つ交換をしており、そのときにはずしてそのままになっていたと思われる。
する。
急ぎの処方箋を別の薬剤師に依頼する際、口頭で指示し調剤を依頼した。その際処方内容を別 ルール違反。慌てていた。
薬剤の確認は、監査システムを使っての調剤。調剤者・監査者を別の薬剤師で行う。
薬剤名を伝えてしまった。
急にＳＰＯ２が、５０代に下がった。Ｄｒコールし、気管支鏡を試行したが、少量の痰しか引けず、レ 最初の挿管の位置は正しかったのか。チューブの固定は正しくなされていたか。固定の場所は正 訪室の度に呼吸音確認、吸引の操作の見直し、固定の仕方を考える、門歯のしるしを見えるよう
ントゲンの結果で片肺挿管であることが判明、固定の指示より１～２ｃｍ深くなっていた。主治医よ しく、両肺の呼吸音も正しく確認している。ならば、固定が甘く吸引するたびの、チューブの落ち込 にチューブ固定する
り３～４ｃｍ抜かれ再固定となる。インスピロン装着であったが、ＣＶ３０００に切り替えることになっ みが一番考えられる。もともと深かったのかもしれない。
た。翌朝、インスピロンに再度切り替えた。
急に寝返りを打ち、転落。打撲のみ
母、祖母二人でいたが間に合わず、柵していたが一番下まで下げていた。
サークルベッドの使用時は高いので注意する。対策の徹底（現在の対策）
急患のため外来に降りた時にブロック注射介助時に清潔なガーゼに触れてしまい不潔にしてし
精神的に疲労していた。
今後は自分ひとりでやろうとせずに、経験を積んだ先輩の横につき、勉強していきたい。
まった。患者様に触れる前に医師が気付き清潔なガーゼに変えてくれた。
急患室に収容された患者さまの喀痰吸引をする際、吸引チューブを吸引ビンを陰圧にする側に接 朝の機器始業点検不備。 患者の対応時慌てて確認しなかった。
MEがME機器に関する定期的な指導を行う。
続したため、喀痰が直接中央配管に入ってしまった。次の勤務者が機器始業点検時、吸引圧モニ
ターが上昇しないこと、使用したと聞いたが汚物がたまっていないことで発見。担当者に報告し、し
ばらく圧を上げたままにしておくよう指示される。
急性胃腸炎で入院、症状安定し食事か夷師の指示が出た。祭日で、師長代理が指示受けをした ・読みにくい事態だったが判明は出来た ・3名の看護師でも間違いに気づかなかった ・多忙な勤 ・指示の字体は明確にを徹底 ・不明確な場合は確認
が、3分粥と7分粥を見間違えて7分粥を出した。 読みにくい字だったので3名の看護師で確認した 務で慌てていた ・症状と食事段階の判断が甘かった
が間違いに気づかなかった。翌朝、深夜看護師がそのまま配膳し患者はほぼ接収した。
急性胃腸炎で入院中の患者、欠食で水分のみ許可が出ていた。家族がおにぎりを持参され患者 患者説明の不足と理解の確認不足。
患者・家族に対し説明を行っていたが、両者ともに理解と協力が得られなかった。その後自己退院
にすすめたところおにぎり２個を摂取された。
されたケースである。
急性胃腸炎にて入院加療中、既往歴に糖尿病あり輸液内にインスリン4U混注されていた、点滴更 点滴更新時、ボトルにインスリンが混注されていることを示す印を確認できていなかった。前日に インスリンを混注するボトルにインスリン「未」の札をつける。伝票をゆっくり確認する。ボトルも更
新時伝票を見たがインスリンが無いものと思い込みソリタT3を500ml単身を更新してしまう。次の 低血糖を起こしその時インスリンが中止と伝票に記入あり、その後再度続行の指示があり伝票が 新時確認する。
点滴更新時にボトルにインスリンの記入が無く、入っていない事にリーダーが気づく。
分かりにくかった。
急性化膿性扁桃炎の患児。３９．８度の発熱あり、診察中の医師よりアニルーメの指示があったと ・伝達不良（口頭での伝達）・業務繁忙
口頭の伝達は避ける
他の看護師より聞く。患児は別の看護師が付いて診察中であったので交代し、帰室後坐薬を挿
肛。１０分後診察に付いた看護師より診察前に坐薬を挿肛したことを聞き、直ちに主治医に報告。
患児の直腸から坐薬を書き出した。２／１個分でたところで便意があり排便（坐薬混入あり）薬効
が確認されている４時間後まで観察。３７．３度まで体温下降に止まった。
急性壊死性膵炎にて入院中の患者。動注療法後ベッド上安静が続いていたが３日程前から室内 可動性のあるオーバーテーブルを支えにしたこと。 安静が続いたため下肢筋力が低下していた ・本人に、オーバーテーブルを支えにしないように説明。 ・主治医に安静度を確認。
歩行していた。６時同室患者から転倒したと連絡あり。訪室するとベッドサイドに笑いながら立って ことが考えられる。
おり、洗面に行こうとした際、オーバーテーブルに手をついてバランスをとろうとしたがふらついて
転倒したとのこと。右上肢をついており、外傷・打撲なし。様子観察する。８時主治医報告する。
急性期・脳梗塞パス使用の患者。現在レベル、麻痺などに注意して観察している。また、現状把握 観察不足 不注意 コミュニケーションや連絡不足 患者や家族の要因
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど)管理の強化。
ができないため、転倒、転落、ライントラブル予防のため、プラン立案しかかわっていた。昨日まで
コミュニケーション(患者説明、スタッフ間の連絡、対人技術、接遇など)の徹底 患者教育
は、妻の付き添いを依頼していたが、疲労のため本日から、付き添いがなしとなる。前勤務帯で点
滴の接続をはずすなどライントラブルがあったため、看護室横で注意してみていた。深夜帯には
いってすぐから、寝たり起きたりを繰り返し、その都度説明していたが、理解されていなかった。ラ
イントラブル予防のため、指示の点滴終了後、ロックされていた。本来は６時から点滴を開始する
指示であったが、その時間は特に、看護室内に看護師が少なくなるため点滴トラブルのリスクを考
えて、もう少し後の時間にずらして７：３０から点滴を開始した。８：２０は異常なかったが、８：４５に
日勤者から点滴自己抜去されていることを伝えられた。本人は「抜いちゃった」といわれた。その時
リーダーは申し送り中だったため、終了後日勤のリーダーに報告した。
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具体的内容
急性呼吸不全にて挿管中であった。当日朝Tチューブへ変更 していた 入院時ＣＯ2蓄積し意識
レベルG?であったが呼吸改善とともに意識も改善理解良好であり、朝から抑制を解除したいた。
休憩のため他看護師へ申し送りをし休憩に行っていた。NsコールにてBrに対する違和感の訴えあ
り、その都度必要性を説明していた。挿管チューブに対する訴えはなかった。その後自己抜管あり
マスクにて酸素投与をし、主治医コール 抜管後も呼吸落ち着いておりそのまま経過観察となる

背景・要因
説明に対して理解よく危険行動がみられなかったため抑制を解除したが高齢であり理解力の低下
も考えられた また挿管チューブに対する訴えはなかったがBrに対する訴えが増えたころから苦
痛が増えていることが考えられる。休憩中でスタッフの人数が減っており目が行き届きにくい環境
であった。

改善策
抜管後、Brの違和感も強く苦痛を軽減するため医師と相談しＢｒ抜去した また高さを変え低くでき
るベットへ変えた 意識はしっかりしていたが、高齢でもあり理解力低下も考えられるため手袋抑
制を考慮するべきであった。 また休憩中はスタッフの人数も減るため目が届きにくくその間だけで
も本人へ必要性を説明し抑制を行なうべきであった

急性硬膜下血腫で意識レベルJCS10 の患者。体動は殆どなく安全帯は使用していなかった。末
梢ルートの確保が困難なため、右鼠頚部にIVHルートが2日間ヘパリンロックされた状態であった。
7時にルートの固定を確認。8時に訪室すると、大腿の上に自己抜去したIVHルートが置いてあっ
た。
急性硬膜外血腫開頭術後でＪＣＳ200の患者。インパクトを24時間持続注入中であった。栄養
チューブは口角65ｃｍに固定していた。日勤帯9時、13時に注入更新。いずれも固定テープのずれ
はなかった。17時準夜看護師が注入更新、18時マウスケア実施。20時リーダー看護師が固定を
確認したところ、10ｃｍほどチューブが抜けていた。固定確認した看護師に確認したところ、テープ
の固定のみしか確認しておらず、長さの確認をしていなかった。 その後胸写撮影。誤嚥の兆候は
ない。
急性心筋梗塞１病日の患者で点滴50/hで施行されていた。10時よりソリタT３、５００ｍｌが12時間
ペースに変更になっていた。点滴交換時12時間ペースだと42ｍｌ/ｈに設定しなければいけないの
を、21/ｈと思い込みチェッカーを21/ｈと調整した。15分後に他の看護師が気付き42/ｈに調整し
た。
急性心筋梗塞後、初めての運動負荷検査後、売店に行くと言って歩いている所を発見。
急性心筋梗塞後で、床上安静中の患者がベッドから起き上がり、柵のない頭側からベッドサイドへ
降り、５歩程度歩いていた所を目撃。

・業務手順・連携と情報共有のやり方の問題。

・身体拘束用手袋の使用 ・不要なルートは早めに抜く。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

・注入開始時、与薬時はテープ固定とともに、チューブの長さの確認を徹底する。

思い込み。確認不足。

時間毎の輸液残量、時間量のチェックを確実に行う。

安静についての説明を行った際、理解力不良の印象を受けたが、その対策が出来なかった。
安静拡大の為の、初期のトイレ負荷ステージの許可は医師より指示は出ていたが、本人からの同
意が得られない状態であった為、見送っていた後のことであった。他の業務のことで焦っていた
為、本人へ納得してもらえるような説明が行えなかった。不穏、ストレス状況を緩和する為のケア
が十分に行えず、患者は医療者に対し不信感を抱いていた。
注意し観察はしていたが、目の届き難い大部屋であった事もあり、少し目を離したすきに安静度逸
脱していた。
始業時点検時、先日分と先に照らし合わせ、確認作業を行った事で、２回目の点検時、番号確認
がおろそかになってしまった。勤務終了前にもう一度指示書を看て点検したが気が付く事ができな
かった

患者の個別にあわせた、分かりやすい説明ができるようにする。
不穏あり、体動が落ち着かない様子があり、事故の危険も高い場合、本人のストレスを増強させ
ないように、安静度拡大の指示がある時は、十分に説明し、納得してもらい安静度を拡大してい
く。他のスタッフと協力し、不穏患者の行動、観察の協力体制を整えて、更に不穏、ストレスに対す
るケア、声かけを十分にしていく。
早期に、目の届きやすい部屋へ転出し十分な観察を行う事で、転倒・転落事故やライントラブルを
予防していく。
指示書を点検するたびごとに番号を読み上げる

急性心筋梗塞後でベッド上、安静中の患者がベッドサイドに立ってトイレに行きたいと訴えていた。

急性腎不全で透析を受けていた患者であったが、利尿期となり、透析を、離脱していた。利尿剤は
一日２回定期投与されていた。一回目に指示書を点検した時は、ポンプ、薬剤を指示書と照らし合
わせ、点検したが、本日の指示を確認する時に番号を見落とし確認作業を行った。そのため、新し
い薬剤の開始指示を見落とした事も気が付く事ができなかった。準夜勤務者もそれに気がつか
ず、深夜勤務者が始業時点検で気が付き医師報告。持続投与開始となる
急性腹症にて救急外来を受診した患者。上腸間膜静脈血栓症が疑われたため造影による緊急Ｃ 手技上の問題点
Ｔを実施。 点滴ルートがつながっていたため側管に造影剤を投与したが十分に入らなかった。 ｏ
ｂｅｓｉｔｙが強かったため右大腿静脈にルートを確保。血液の逆流を確認した後に造影剤を投与した
が、ほぼ全量が漏出した。
急性腹症の腹痛にて「点滴内の痛み止めの効果がない」との訴えがあったため、医師に報告し
今回は同姓等ではなく同じ症状の患者であったが、いつも以上に気を付けなければならなかっ
た。その後医師よりペンタジン筋注の指示があり施行したが、その指示は隣のベッドの腹痛患者 た。注射薬ばかり気にして、肝心の患者の確認を怠っていた。
への指示であった。カルテの指示を名前まで確認していなかった。注射後の確認で間違いに気づ
き医師に報告。本来の患者へ注射をするとともに、間違って施行した患者の観察を行なった。
急変ＰＴカタボンＨＩ指示有り。 微量点滴注入器に小児用ＤＩＶセットでセット指示された流量で開始 病棟では小児用のみで使用するもＨＤでは成人用セットで使用するためＨＤで使用しそのままに
した直後、流量変更があったため変更時は、小児用ではなく成人用になっていることに気付きセッ なっていた。 セット時の確認不足。
トし直した。
急変患児の処置に使用した注射器や注射針、留置針等の片づけを行っていた。使用した注射器 使用済みの物と未使用のものと同じトレイに入れてあった。使用済みの翼状針にセイフガートがさ
類は膿盆３枚とトレイ１枚に入れられていた。使用済みの注射器類は鑷子でメディクリーナーへ入 れていなかった。
れていた。トレイの中に未使用のアルコールウェブコルや留置針が入っていたが、使用済みのも
のはないと思えたので、素手でつかんでしまい右手の第２指先に翼状針が刺さった。使用後の翼
状針であったが、セイフガートはされていなかった。
急変患児の処置後に片付けを行っていて、3段ワゴンの横につけていたビニール袋の中に留置針 ビニール袋の中に剥き出しの針を入れてしまっており、片付ける時に針が入っていることなど思っ
の内針がそのままの状態で入っており、気付かずに手で触り右手の第２指中手指節関節の左側 ていなかったため注意して処理をしたが、鑷子を使用しての処理まではしていなかった。
に針を刺してしまった。ビニール袋の中には紙やモニターの電極が入っており、外からは中が確認
しにくく針が入っていることに気がつかなかった。
急遽、退院が決まり内服薬を渡し忘れた。
既に渡してあるだろうと思った。
急遽、退院が決定した患者の退院薬を同姓の患者様の薬を間違えて渡してしまった。自宅に戻ら 退院に限らず、看護師が内服薬を渡す際にダブルチェックをするということをしていない。 至急の
れてから妻が気がつき、病棟に電話が入る。確認し間違って渡したことを謝罪し、夕方薬を交換し 薬の場合、薬局へ電話し、患者IDを行ってリフトで送ってもらうが、連絡した人以外のもかごに入っ
た。
ていいたので間違えた。
急遽転床された患者様。転床当日より点滴変更ありとのみ申し送られた。他のスタッフが16時頃 確認の不十分 申し送り不足
点滴セットをした。その際に点滴の内容の変更があることを伝えた。セットしたスタッフと確認した
が、私は主管の中のラクテックのみブドウ糖へ変更と把握し、セットしたスタッフは主管すべてをブ
ドウ糖へ変更と把握し、混注する薬剤を返納した。本来はラクテックのみ変更。準夜スタッフには、
カルテで確認したため 、正しい指示が伝わった。しかし、深夜スタッフに点滴変更を伝えず、深夜
スタッフはブドウ糖と追加のメイロンのみを投与した。医師が間違いに気づき正しい薬品にセットさ
れた。
救外受診し抗生剤内服処方されるはずが、処方せんが入ったまま当直帯の夜間受付へカルテと 処方せんが出ているのに気付かす事務へカルテとファイルをまわした 当直帯へ入ってしまったた
ファイルごとまわってしまい薬をもらえずに帰宅 翌日（土曜日）包交に来院した際に、患者本人よ め夜間受付へカルテとファイルをまわしたことでファイルの中は誰も見ないでチェックされなかった
り医師へ薬をもらっていないと告げられ発覚 昨日のファイルがあり、その中に処方せんが入って 松葉杖処方のため、処置室へ患者をまわした 診察が終わった時点で処方せんがあるかないか
いた
確認していない
救急の受付にて「Ａ」という患者が来るということで連絡を受け、受付をしたがその際に同姓同名の 患者を間違えるという事に対する認識が薄く、確認を怠っていた為。
他の患者を受付した。
救急フロアポータブルにおいて（胸部）１７日に１９日の日付の伝票が出てしまい、日付の確認をせ 撮影前の伝票確認ミス
ずに撮影した。Ｄｒに連絡したところ、１７日の撮影分は病棟に送って欲しいとのこと。１９日には改
めて伝票を出すとのことでした。
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ルート確保を確実に行うよう部長から指導を行った。

当直時、数人の患者が重なって、役割分担が明確でなかったことと、思い込みで行なってしまった
ことを深く反省し、冷静にかつ集中して業務を行なうようにし、他看護師とも話し合った。
ＨＤ室で使用した後病室に返すときは小児用に戻すようＨＤ室にお願いした。 輸液ポンプ使用時
は画面全体の確認を忘れない。
使用済みの物と未使用の物はきちんと区別して処理する。使用した翼状針には必ずセイフガード
をしておく。

使用した針はきちんとわかるように膿盆などに入れておく。片づけをする時は鑷子を使用して整理
していく。
退院時のチェックリストを作成し、必要事項のもれを防止していく。
ダブルチェックの強化 手渡す際、薬袋名と薬の数を患者と共に確認を行う。
他のスタッフが薬剤をセットしたら、その日の受け持ちは一緒に再確認する 点滴などの変更があ
る場合、翌日の勤務者まで申し送りを行う 変更があり、処方箋がないときは、カルテで再確認す
る

翌日より内服薬をのむように渡した（医師直接） 診察終了後、伝票とカルテの記入内容を確認す
ることを徹底する
マニュアル通りに作業を行う。
情報の確認の徹底。病棟も当日以外の伝票を流さない。
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具体的内容
背景・要因
救急外来から連絡無しで来られたＡ氏を呼び入れたが、返事がなく数回繰り返し呼んだ。患者様 複数の医師から依頼が一度に出るため、伝票の名前と部位の確認をして検査を行うのが精一
の家族の方が来られ「レントゲン撮影の説明が無かった。」と言われたので照射録を患者に見せ 杯。 Ｂ氏の伝票ではなく、Ａ氏の伝票を持ってきたのではないか 医師から技師への伝票による
伝票の名前が本人である事と撮影部位を確認させた。両親を納得させたから撮影をした。しかし、 伝達であるため、伝票と患者の確認が不十分。 診察券を患者から最初に預かってしまい、その
Ｂ氏の両親が「Ａ様の前に伝票を出したが、まだか」と言われた。どこを探しても自分の記憶にもＢ 後看護師が管理してしまう為、複数の診察券がある状態になってしまう。
氏の伝票がなかった。救急センターへ伝票がないか探しに行ったら診察券だけがあった。伝票と
診察券をレントゲン受付に出したはずなのにどうして救急センターにあったが分からないが、伝票
が見つからず患者の家族に説明して、診察した医師にもう一度伝票を書いてもらった。
救急外来で、今回こられた患者の前回の心電図を依頼されてさがすも、保管場所になかった。診 保管場所の徹底する
察は支障なく終了した。あとでさがすも見つけることが出来なかった。
救急外来で処方をする際は、薬剤科当直がいないので医師と看護師が救急外来にある薬剤から １ 確認作業が正確に行われていない。チェック機構が働いていない。 ２ 医師が患者に説明す
調剤し、2人で確認をしてお互いにサインし、患者に渡すことになっている。 看護師が必要量を る際に薬品を見せて数を数えないで、薬効と服用方法だけを伝えている。
棚から取り出し、医師に薬袋と一緒に渡し、確認してもらった。医師は確認後、自分で患者に手渡
した。患者が帰った後、テーブルの上に先程の薬剤が1部残されていることに気付いた。患者の住
所を確認し、看護師が帰りに届けた。
救急外来で点滴施行の患者が3人重なり、指示箋を確認しないまま、口頭指示で実施した。点滴 夜間一人の師長で対応しているため、重なる時には気持ちに余裕を持って指示箋を確認しなが
量200mlの指示なのに500ml行い終了前に、医師に指摘された。
ら。又施行前には医師とダブル確認を行い、実施する。
救急外来に来られた患者の結膜下出血に対して、点眼薬を処方するところを点鼻薬を処方した。 誤薬に対し責任をもつ。
その後患者の母親からの電話により間違いに気付いたが、患者が来院しなかったため、結果的に
4日間放置してしまい、その後気付いた事務職員が患者宅へ郵送した。
救急外来の患者で、救急外来より薬券２６番の処方についてキャンセルの連絡が薬剤部へあった 救急外来から医事会計へキャンセルの連絡がなかったため。また医事会計に確認してもらったが
が、患者が会計後に２６番・２８番の薬券を持参のため、医事会計に経緯を話し確認してもらった 確認が間違いであったため
が、両方の薬が必要とのことで、患者へ両方の薬を渡した。その後の５分後に薬券２６番の処方に
ついてキャンセルの連絡があったため、患者へは説明をして２６番の薬は飲まないよう連絡を取っ
た。
救急外来より入院患者が来ており他のスタッフが対応に追われていた。転落に気付く５分ほど前 医師、その他スタッフ間の連携
に眠っている小本様を確認し、他の患者の状態観察に向かったところＩＣＵの７ﾍﾞｯﾄﾞより柵の揺れ
る音が聞こえた。様子を見に行くと柵に右手をかけて尻もちをついている小本様を発見した。打撲
部位・疼痛･皮膚異常を観察し車椅子へと誘導、リーダーに報告した。その後リーダーにより当直
医師に報告、経過観察となる。

救急外来患者が待っている中で、定期薬が不足した患者からの催促に応じて医師からの指示に 業務ルールの患者説明と理解の問題点。 処方内容の再確認の問題点。
基づき処方。リスモダンＲを処方すべきところリスモダンを処方し、受け取りにきた家人に渡した。
家人から薬を渡された患者が常用薬と違うことに気づき、服用前に薬局に問合せ誤処方が判明。
正しい処方薬を薬局より配達し、服用してもらった。
救急外来受診患者に付き添った男性による受付事務員へ対する暴力事件
救急外来受診患者に付き添い来院した20歳の男性（泥酔状態）が事務員に暴行行為を行った。
救急患者のＭＲＩ撮影設定中にガントリーの背部より酸素チューブを繋ごうとした看護師のポケット
からハサミが飛びガントリー内に貼り付いた。幸いにも患者に影響なし。
救急車で搬送されてきた不整脈の患者様に酸素を経鼻カヌラで投与しようとした際に、カヌラの
チューブを誤って圧縮空気の流量計に接続してしまった。約20分後検査への移動の際に気付き酸
素側へつなぎかえた。SpO2は98％であった・
救急車で来られる患者の登録を調べた際に、名前だけで検索し同姓同名の違う患者のカルテを
診療にまわした。
救急車で来院した患者の家族が受付にて診察券を出されたので、その診察券の番号で受付をし
たが、家族に記入してもらった診療申込書を確認したらフリガナが違っていた。そのフリガナで患
者検索を行ったところ、ＩＤを持っている患者であった。
救急処置時、点滴ルート側より採血をした。（ルート確保の際採血できなかった。反対側で採血し
ようとしたが血圧測定中でできない状態だった）点滴を一旦ｏｆｆにして採血をした。
救急処置室にて採血及び輸液のための血管確保の患者に対し、薬剤、点滴セット、延長チューブ
の準備をした。血管確保し採血を行った。輸液と点滴セット、延長チューブを接続しラインに輸液を
満たしたがエアー抜きを確認せず輸液を開始した。他の看護師が滴下の遅いことに気付き確認し
た所、エアー抜きされていないことがわかり、直ちにエアー抜きを行い、主治医、師長に報告した。
発見が早かったため大事に至らなかった。
救急初療室から、救急患者の採血検体がリフトで上がってきた。検体の入った箱をリフトから取り
出そうとしたときに、箱を少し斜めに持ってしまったために、リフトの隙間から検体が落ちてしまっ
た。（回収できず）
救急診療において、ボルタレン坐薬（５０）1回1個10回分のところ、5回分しか払い出さなかった。患
者が気付いて、救急室へ連絡があった。看護師と患者の話合いでは、5回分でも良いということに
なった。しかし、翌日、薬剤部より患者のお宅に連絡したところ、やはりあと5回分必要と言われた
ため、自宅にお届けした。
救急隊から患者で名前の読み 住所等の情報が不明の中救急隊から 名を聞き それに従ってカ
ルテを作成した その際 名字を勘違いそれが第一の間違い その後名も間違いわかり 入力
画面を直し カルテも手書きで変更 したが 肝心のカードを差し替えするのを忘れてしまった
第二の間違い 患者番号が変更になったのだがカードの差し替えができていなかった為 オー
ダーが違う患者番号のままされてしまった
その結果ラベル発行の時点で気付き発見にいたっ
た 患者様が本院に転送になったが手間取り転送に時間がかかってしまった
救急隊から申し送られた氏名（救急活動記録票に記載してあるA氏）が、患者の姉の氏名であっ
た。消化器外来へ申し送り、点滴中に患者様ご本人が、点滴ボトルを見て、「姉の名前が書いてあ
る」と言われた事により判明。その時点では、採血・胸写は姉の名前で記載され終了していた。
救急当番当日に、入院となり担当医師からセファメジンの指示がでたが皮内反応が陽性だったた
め、セフメタゾンテストを行い実際にはセフメタゾンがちゃんと投与されたが、指示らんには翌日ま
でセファメジン投与の指示が残っており、セフメタゾンの指示は鉛筆書きで残っていた。翌日主治
医が決定しこの主治医がどちらの薬剤が投与されたか確認し、誤りはなかった。
救急配備心電図測定 操作間違いにより、検査できなかった。（看護師） 診断が遅れたが影響は
なかった。

慣れによる不注意と確認不足。

改善策
患者に記入した伝票を見せて確認を行ってもらう。 診察券を最初に預からずに、診察時に患者
から医師へ直接渡すシステムへ○月から変更した。 疑問が生じた場合はその場で、患者様・医
師へ確認を行う。

当病院では電子カルテを導入しているので、スキャナで取り組んでは？（検討中である） 保管場
所の徹底
１ 間違って準備されていないかという眼で確認する。 ２ 患者に手渡す際に患者にも数量を確
認してもらう。 ３薬剤は、薬を棚から取り出す時・医師と確認する時・患者に渡す時の3回確認す
る。
上記同様。
誤薬に対して責任を持ち、誠意のある対応をする。
薬剤部では、オーダー内容を確認すれば、再度問い合わせを防げた。また、医事会計と救急外来
との連携について検討すること。

転倒･転落の危険性が十分に考えられる患者様であり見守りを行っていた。確認したときには眠っ
ているから大丈夫という事ではなく、常に危険性はあるということを念頭においておかなければな
らないと思う。今回の場合も他のスタッフが詰所内にいない時に他の患者の状態観察に行ってし
まった為起こった事故と考える。他のスタッフが戻ってくるのを待つか、または急ぐ必要のある場合
は他のスタッフに離れる事を伝えたうえで他の患者の観察に向かうべきであったと思う。 転倒
事故が起こるケースには、ＩＣＵの様に入院・急変などの際に起こることも多い。だから、チームで
の行動をどうとるか考えることが必要。 一人でやる事や、見る事が沢山あり過ぎて「これ以上どう
対応すれば・・・」と言う声が聞こえて来るようです。労働環境を整えるのも必要ですが、患者様に
危険の認知がない事を理解して適切な状況の判断が必要です。
医師指示に対する声だし確認。処方内容の再確認。 定期薬の院外処方の徹底。 薬理作用の
熟知。
待ち時間対策 アルコール中毒状態患者対策 暴行等の発生時対策 暴れている人をだれが制
止するか 緊急対策連絡網、救急時対応
ＭＲＩへの入室者には言葉での注意を喚起するほか、目視でも確認する。

酸素・圧縮空気のジャックが並んでおり、これに流量計がセットされていれば、ｔｕｂｅはどちらの流 通常は流量計を圧縮空気側にはセットしないようにした。スタッフへの取り扱いに関する周知徹
量計にも接続が可能であること。
底、注意をうながす表示をした。
マニュアル通りの確認を怠った。

マニュアル確認再教育

２年前に間違えて登録されたＩＤの診察券を回収していなかった。

間違えたＩＤの診察券を回収し、システム上でもそのＩＤを使用できないようにした。

知識不足

・採血できない場合は、医師に報告。ソケイよりの採血も考えられる

点滴セットと延長チューブを接続するとき、他の看護師から声を掛けられ作業が中断した。他の業 処置をする際は集中して行う。通常行っている基本的な手順に沿って行う。一つの行為を終了し、
務が控えていた。
安全面を確認してから次の行為に移る

・物理的な環境や設備上の問題点

・リフト内の隙間を埋められないか検討。リフトの構造上中蓋が閉まらなくなる可能性があり、改善
できなかった。 ・検体入れを蓋付きのものに変えれないか検討している。

当直中、その他の患者にボルタレン坐薬5回分という処方が何件かあった。そのため、今回の処
方も5回分であろうという思い込みがあったと考える。

確認を何度も行う。バーコードリーダーに表示される数量を再度確認する。

救急患者でカルテ作成も急がれるが基本的なミスである

救急隊からの連絡だとあわててしまうが 落ち着いて対処し救急隊員からもちろん患者からも可能
ならば確認をとりたい

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

申し送りの際、患者に再度確認（保険証など）

まず、指示受けナースのサイン記載がなかった。 セファメジンの指示は二重線で消されておら
ず、翌日のセファメジンの指示も消されていなかった。

改善策よりも、翌日主治医になった医師が同じ指示を出した場合 セファメジンを誤って指示する
可能性がありアレルギー反応を起こしたなら重大な事故に発展した可能性は否めない。 改善策
ではなく、従来どおりの記載を守れば何ら問題はなかったと思われることでヒューマンエラーと考え
られます。
操作方法の研修、勉強不足

技術未熟、研修不足
269

6608

6609

6610

6611

6612
6613

6614

6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624

6625

6626

6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635

6636

具体的内容
背景・要因
改善策
救急搬送されＩＣＵへ入院。血圧低下ありｶﾀﾎﾞﾝHi５γの指示があり、シリンジポンプで開始した。 医療機器の設定のルールが機器につけていない。 機器の取り扱いマニュアルはあるが、設定の 医療機器には操作および確認の方法を添付する。
シリンジポンプ設定時５γ 体重５０Kgと設定するところを５０γ ５Kgと設定した。 流量を確認せ 確認のﾁｴｯｸはマニュアルがない
ずスタートした。 血圧の急激な上昇はなく収縮時８０ｍｍＨｇ ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟの残量アラームが鳴っ
て設定間違いに気づいた。
救急搬送され入院となった患者の家族より保険証の提示を受けたが、患者情報を登録するときに 保険証を確認するという基本を怠った。 救急外来受付の多忙による余裕のなさ 入力誤りや確 業務手順の確認と徹底 患者情報登録画面との照合
昭和17年生まれを昭和7年生まれと誤って登録されていた為、62歳の患者を72歳と機械上認識 認不足
し、『老人保健未登録』とメッセージが表示された、老人医療受給者証も併せて提示するよう依頼
し、家族を市役所へ再発行の手続きに行かせてしまい無駄な時間と手間をかけてしまい、迷惑を
かけた。
救急病棟入院中“ドブトレックスK”を使用していたが、一般病棟へ転棟後“ドブトレックス”に変更し 名称が似通っている薬剤等の表示
名称が似通っている薬剤等の表示を工夫する。
た。研修医が濃度差に気付かず数分間同じ速度で点滴したため、7倍量を投与してしまった。
救診室ににてN氏の採血結果を待っていた。その間、他の患者の処置、介助についていた。30分 確認不足。思い込み。
忙しい時こそ慌てない。 必ず、名前を声に出して確認する。看護師と医師で確認する。
後にFAXを見ると検査データ－がきていたので、N氏の検査結果と思い込み、名前を確認せずに
当直医に見せた。（そのデータ－は昼間の患者のデータ－だった。）検査結果と胸部XーPの結果
「心不全」の診断で循環器Drが主治医となり緊急入院した。23時30分頃、病棟看護師より、検査結
果の名前が違うと指摘され名前間違いに気付く。すぐに主治医報告。利尿剤の指示が出ており、
すでにラシックス１Aは施行していたがその後は中止となった。
救命ICUからでた食事箋をシステム入力時ICUで入力。ICUへ配膳したらこの患者はいない。とい システム入力後確認しなかった。
システム入力後確認する。
われて食事箋を確認したら救命ICUだったのですぐ配膳し直した。
救命ICUにて、胸部・腹部のポータブルを一枚のフィルムにだぶらせて撮影。再撮。
確認不足
確認
救命救急病棟より手術後転入（リカバリー室）される患者様の申し送りが手術室へ患者様を搬送 １．転棟時の情報伝達が口頭のみでなされている。
伝達者・受け手の事故防止に対する認識 １．必ず紙面（カーデックス）等を用いて伝達する。 ２．受け持ち看護師あるいはリーダーナース
した後、口頭のみ（本来はカーデックスを用いて申し送る）であった為、神経内科受診後の指示で が甘い。 ２．注射指示などは、注射板（部屋番号、診療科、氏名、薬剤が一覧表になっている）に が責任をもって申し送りを受ける。
ある悪性症候群予防の薬剤 生食１００ｍｌ＋ドパストン１／２Ａが実施されなかった。 翌日、カ 転記しているが、受け手が確認していない。
ルテ、カーデックスで情報収集中指示された薬剤が施行されていないのに気付き、直ちに施行し
た。
救命処置を行う時に他の病棟に貸して返ってきたモニターの送信機に電池が入っていないことに ＭＥ機器の貸し借りを行ったときの管理不十分。
点検のマニュアル作成。
気が付いた。
給食システム入力時 病棟を間違えて入力したため食事が他の病棟に配膳された。病棟より食事 確認不足
入力の際 確認を徹底する。
がないと連絡をうけ配膳し直した。
給食システム入力時 普通食で主食かゆのところを米飯で入力した。病棟からの連絡で気が付き 確認したが実はよくみていなかった。
システム入力時よく確認する。
かゆを持っていった。
給食の中に金タワシの一部が混入していた。
食器の洗浄に金タワシを使っていて、古くなったものをそのまま使っていたから。
金タワシは使うのを止めて、スクレイパーを使うことにした。
給茶の為 訪室すると ベッド右側の柵がはずれ 患者が床に坐位になっているのを発見。ベッド １ 感染症の為 個室で一人きり、ドアを閉めていた為観察不足だった ２ 転入して間もない患者 １ 訪室ををこまめにしてその都度声掛けをする ２ 新しい患者の添書は スタッフ全員が把握で
から転落し打撲したものと考えられる右前額部に腫張と裂傷があった。日勤の看護師に報告 消 だった為 スタッフ全員にＡＤＬや不穏行動の情報が伝わっていなかった
きるように 一週間は机に置く ３ スタッフ間で情報交換する ４ 不穏が強い時は 柵を増やし
毒しカットバンで処置したがその後異常は見られなかった。
抑制の記録をする
旧姓のままの薬袋が病棟へ上がり、看護師に指摘で気づき、再発行する。
業務手順の確認
婦人科病棟は、旧姓がコンピューターから出てくるので、入力時に充分注意する。
牛乳禁止代わりにヨーグルトをつけるところを 食札にはヨーグルトとなっていたのに 牛乳をつけ 牛乳をつける人 チェックする人ともに見落とした。
牛乳をつける人 チェックする人ともに気をつける。
て配膳した。
去痰剤の処方があり指示受けした。１日間分のみ整理されており２日目からは整理されていな
薬品を受領し整理した人がすべて整理するということを実施していない
整理する時は１日分でなく全て整理するという約束事を守る
かった。深夜勤務だったため１日目のみ点検した。
居残り業務の際、イソバイドを与薬した。担当の看護師よりグリセオール施行中のために中止に 冷蔵庫の前の与薬者の名前は消されていたが気付かなかった。 手術前まで与薬していたのでよ 冷蔵庫とともに水薬のカップと水薬にも中止の張り紙をする。
なっていることを知らされる。主治医に報告しグリセオールを半量で中止した。
く見ないで与薬した。 イソバイド自体に中止の張り紙がされていなかった。
居室で頭部打撲し、頭をティッシュで押さえステーションへ来る。創部確認。右後頭部１．５ｃｍの切 ショートステイ利用中であり、どこまで出きるか、どういった状況の危険があるのかの情報共有が 短期入所の方のＡＤＬの把握もしっかり行っていく。
り傷あり。一部剃毛し、創部ステリー固定。その後、ゲンタシン塗布す。疼痛なく意識クリア。
できていなかった。
居室よりナースコールがあり訪室すると本人が自分のベッドへ向かい歩かれていた。本人によると 薬（安定剤）を食前に飲まれていた。 食堂へ行くのを急がれていた。
薬の管理、把握を確実に行う。 家族との情報交換を密に行う。 夕食時食堂に来られていない場
居室の入り口で倒れたとのこと。 右側頭部打撲、内出血、腫脹あり。右股関節部の疼痛あり。意
合は訪室し、食堂へ誘導する。
識レベルクリア。バイタルチェック１４７／５１ 部長、当直医、当直婦長へ報告。診察、指示にて
ＸーＰ（骨盤、右股関節）
居室を訪室時、ベットサイドに右側臥位に転倒右前頭部打撲にて ２、５センチ×４センチの内出 就寝前、ペットボトルへお湯を入れ、ベット上に置いていた所、それを自分で床頭台へ置き、 さら どちらに置くにしても必ず、飲む前にナースコールを押してもらう。 絶対に一人でベットサイドに立
血、腫脹あり、 その他 外傷、痛み、気分不良等見られず。
に、床頭台からとって飲もうとしたところ、転倒したとの事、手の届く所にと、ベット上へ置いたのだ たない様、何度もくり返し指導（以前より、何度言っても理解されない為） サービスステーションよ
が、本人はこぼれるかもしれないと思ったとの事。自分でいつも飲める様、蓋をゆるくしていたの り見える程近い部屋への移動。
かもしれない。
巨大ブラ切除術において、刃なしの吻合器の指示があったが刃付きの吻合器を術野に出した。刃 新人等の院内事故防止教育の問題点 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
手術器具の特性、使用方法の再教育 新人等の院内事故防止教育
付きの吻合器が使用されたが、患者さまへの影響は発生しなかった。
虚血性心疾患、不整脈、心不全で加療入院の患者。高脂血症の薬を内服すると腰痛が出現する 内服確認不足。 患者から訴えがあった際、医師の指示の対応を待つだけではなく、本人が納得 患者がゴミ箱に捨てるという行為を行う前に、もっとコミニュケーションを患者と図り納得して治療を
と訴えあり、中止する。翌日掃除中、ゴミ箱の中に別の種類の残薬が２個あるのを発見した。
できる説明を行うべきであった。
受けられる環境作りに努める。
虚血性心疾患で入院後ベッド上安静の指示から、トイレ歩行の運動負荷テストを行う指示が出
気持ちに焦りがあり、指示オーダーを忘れてしまった。受け持ちナースとして、患者の状態把握が 受け持ちナースとして、患者の状態を把握しケアに当たる。
た。しかし、勤務終了間際と、患者が早くトイレに行きたがったので、心電図を取らず行かせてし
不十分。
まった。
虚血性心疾患の患者で体動などの際、負荷前硝酸剤のスプレーを使用する指示があったが、忘 他の事に気を取られ、指示を忘れた。
処置前は必ず指示を確認する。 受け持ちナースは患者の状態把握をして、ケアに当たる。
れて投与し忘れてしまった。
魚の付け合わせのさやえんどうに髪の毛混入。患者は食べる前に発見し交換。食欲低下等の影 帽子着用の不備。入室時の粘着テープ使用方法不十分。盛り付け時観察不足。
帽子の着用方法再確認。入室時の粘着ローラーの使用徹底。盛り付け時観察強化。
響なし。
魚を使用したミキサー食で１４ミリ長の魚の骨が混入していた。患者が食事中に気づいたため、特 業務手順・ルール・チェックの仕組みの問題点
骨を除去する作業を行うときに、黒い皿の上で行うなどして骨が発見しやすいよう工夫した。
に影響はなかった。
叫び声がしたので訪室したら､ベッドサイドに尻餅をついていた。 車イスに座らせ、痛いところがな 患者への理解のさせ方
行動する前にナースコールを押してもらうよう、指導した。
いか確認したが、どこも痛くないとのことで、外傷も確認されなかった。ＢＰ１２０／８０ＫＴ３６．０
脈拍７８。
叫ぶ声がして看護師が訪室すると床に転落しているところを発見する。
転落を繰り返している患者。不穏時体動が激しい。転落前は傾眠傾向であったため１０分ほど目 患者、その家族に同意を得て、ベッド柵を３点柵にし、不穏時対応する。
を離したときに転落した。
強ミノ１Ａを混注指示の点滴内に２Ａ混注してしまい、患者に投与した。夜の点滴を準備していた 点滴のボトルの上に強ミノが２Ａ置いてあり、ワークシートで確認しているつもりになってしまい、２ ワークシートでの確認をおろそかにしていたためであり、声に出して確認作業をする。
ナースより強ミノが１Ａ足りないと指摘され過剰投与に気付く。主治医に報告し、状態観察となる。 Ａ混注してしまった。今まで強ミノを２Ａずつ点滴していたことが多く、２Ａ静注することに抵抗がな
かった。
強ミノ２Aの注射をしに来院。注射箋をダブルチェック後、詰めている途中２A目を落としてしまい、 詰める段階で追加の分を予定の量に詰めず、そのままで施行してしまった。
予定の量に合わせて詰めるべきことだった。 今回は、患者には、詰める量を多めにしてしまい残
１A追加で詰めた。その際、確認の相手がおらず、多めに吸った状態で注射をし、残りを残した。い
したことをきちんと説明すべきだった。
つもとは違う注射の方法で、患者さんが注射を受けたのか不安、不信感をもたれた。詳しい説明
などはしなかった。 その夕方、再度注射に来院された。
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具体的内容
強心剤の時間がずれ次回の時間確認したところ中止の指示があった。処置板に中止であることを
記載しなかったため、担当看護師が実施した。
強度の腎不全の患者が夜間の不眠で鎮静剤を使用し、朝方よりバルーンを自己抜去したり、落ち
着きない行動をとっていた。それでも午前中は、いびきをかいて熟睡している感じもあり、また家人
が付き添っていたということで個室のドアを開けておくなどの処置はしていなかった。 １４時に訪
室すると、柵の一部がはずされ、患者が臥位になって床に寝そべっているのを発見。上口唇の一
部が裂傷していた。（止血はできていた）

背景・要因
口頭指示であった。指示を受けた看護師が中止であることをカルテに記載せず、処置板を訂正し
なかった。担当看護師に伝達しなかった。
家人がしばらく部屋をあけていた時間にちょうど本人がオムツの不快感でもうろうと、トイレまで行
こうとベッドを降りてしまった様子。 個室のドアが締め切りだったっため、ナースステーションから
近い個室であったが物音に気づかなかった。

改善策
口頭指示は受けないようにする。指示を受けた時には手順に沿って正しく伝達する。

強力ネオミノファーゲンＣ静注の患者をマイクで呼び出し、注射前にも再度フルネームで確認し、
はいそうですと返答確認し、静注したが、その後患者のＩＤカードが無いため受付に確認した際、当
該患者は採血待ちの別人であることがわかった。
狭心症疑いで、心臓カテーテル検査目的で入院。昼過ぎ、受け持ちナースに、下に行くと言ったき
り戻らず所在不明で院内捜索するが見つからず、夕方部屋に戻っていた。
胸腔ドレーン、酸素吸入、ＩＶＨ、肝臓アブセスドレナージ中の患者。ＩＶＨの持続分がゆるみ出血及
び輸液もれあり、寝衣、シーツ、マットレスまで汚染していた。９時巡視時輸液の残量などのチェッ
クはしたが、ねじのゆるみは確認していなかった。（別の看護師が９時３０分ころ訪室し、ラシックス
ルートしているがこの時もねじの確認していなかった。）
胸腔ドレーン持続吸引器のアラームの音が鳴り訪室するとリークアラームが鳴っており接続部ま
でチューブを確認すると接続部がはずれていた。血液汚染がラバーシーツまで直径10cm程度あ
り。すぐクレンメでドレーンをクランプする。バイタル変動なし。当直Dr.に報告し、来棟あり。主治医
へ連絡したほうがいいと指示あり、主治医へ電話連絡する。再接続行うよう指示あり。当直医にて
接続行う。接続部はテープで固定されていなかったためテープでしっかり固定する。左肋間にドレ
ナージチューブ挿入されており、昨日ドレナージチューブを入れ替えたばかりで400ｍｌ/1勤務程度
の出血があった。
胸腔ドレーン挿入し持続洗浄施行中であったが、「歩いていたら抜けた」と言われる。縫合糸はド
レーンについていた。患者は、ドレーンを引っ掛けたりしていないという。1時間前のガーゼ交換
時、固定の以上に気づかなかった。
胸腔ドレーン挿入中の患者で朝の7時からドレーンクランプしていた。13時の時間指定でレントゲン
撮影の予定だったが他の患者に気をとられおり、9時半にポータブル撮影されていたが気がつか
なかった。
胸腔鏡下右肺上葉部分切除術の術後４病日目で前日夕方から胸腔ドレナーンをクランプしてい
た。術後せん妄があっていたが、前日は安定していたため一般病室に戻っていた。夜間は時々
ベッドに坐ったりして、創部に手を当てたりインパルスを外していたが、途中は比較的眠れていた。
4時50分部屋の電気がついており、インパルスのアラームが鳴っていたので、訪室すると胸腔ドレ
ナーンを自己抜去し病衣を脱いでいた。主治医に報告しダンゴで圧迫固定する。その後はすぐに
入眠され、出血などもなかった。
胸腔鏡併用の手術時ビデオの録画をしなかった。

業務手順・チェックの問題点：患者の返答を鵜呑みにすると間違いが起きうることがわかった。

ＩＤカードを必ず所持してもらうよう（外来にこられたらカードホールダーに入れて常時携帯）システ
ムを変更した。

説明不足、不十分な入院時オリエンテーション。

病棟スタッフ内の入院オリエンテーションの再度見直しと、共通認識を持つ。

ドレーンチューブ類の確認不足。マニュアルを守っていない。

マニュアルのチェックリストに沿って必ず確認する。受け持ち看護師が責任をもって観察確認をす
る。

左胸腔に2本の胸腔ドレーンが入っておりそれぞれをコネクターで接続して延長したうえで一台の
吸引器で吸引していた。はずれた方のドレーンはコネクターに近い部分で皮膚にテープ固定して
あった。チューブの接続部がテープでしっかり固定されていなかった。ミルキングを行ったとき引っ
張りすぎて接続部がはずれてしまった可能性がある。患者も自分で体動を動かしており、しだいに
コネクタ-部分がゆるんでいった可能性もある。

ミルキング施行時は必ず刺入部の接続の確認を行う。刺入部の接続がはずれないようにテープで
しっかり固定しておく。訪室時には必ず接続部まで指でたどってみる。もともとコネクターとチューブ
の接続部をナイロンタイで固定しておくようになっていたが最近はしていないのでDr.がドレーン挿
入時ナイロンタイを用いるようにしてもってはどうか？

昨日から下痢症状が続いており、オムツに変更していたことで、本人の不快感につながっていた。
本人希望でパンツ式のオムツに変更してからは不隠行動はなかった。また、家人不在のときは、
個室のドアを開けておくようにすることを協力してもらう。 主治医に報告し、夜間の鎮静剤の代謝
遅延が不隠行動を起こすとも考えられ、睡眠導入剤の変更指示受ける。 本人の訴えでは、打撲
は額と上口唇のみで目立った外傷はないので、ＶＳの変動とともに状態観察の継続をしていく。

・ガーゼ交換時の観察が不十分であった。

・各勤務での観察を以下の内容で行う。ドレーンと皮膚にしるしをいれて、抜けていないか確認す
る。縫合糸の固定の確認。ドレーン部の違和感の有無。・異常時は、速やかに医師への報告す
る。
他の重症患者に気をとられおり、ポータブル撮影に技師さんが病棟にきていたが気にしていな
朝の申し送りの時にスタッフに時間指定のポータブル撮影があることを伝えておく。受け持ち患者
かった。13時に撮ってもらえるという思い込み、放射線科に電話しなければと思っていたが後回し の検査時は受け持ちが責任をもって介助する。予約表に時間指定があることを記載しておく。
にしていた為。
術後せん妄があった。 観察不足。
看護室の近くに移床し密な観察をする。 必要であれば夜間のみでも家族の付き添いを依頼す
る。

仰臥位にて開腹手術の後胸腔鏡併用にて側臥位にて手術を行った。本来ビデオを録画しなけれ 胸腔鏡下手術の際もビデオ録画を徹底する。
ばならないが忘れてしまった。翌日執刀医よりビデオのことを聞かれ録画していない事に気付い
た。
胸椎２方向の撮影依頼を腰椎２方向を撮ってしまった。フイルム整理担当者が発見するも、患者 新人で多忙であった。上司によるチェック機能が生かされていない。指示の確認不十分。多忙で ダブルチェックシステムを徹底する。.
様は 帰宅。診察日に再撮する。
あった。
胸痛発作で救急搬送された患者。心カテ施行することになり、ソリタＴ３５００を100ｍｌ/ｈでという指 手技の簡素化のために輸液ポンプを使用しなかった
速度指定があるときは、輸液ポンプを使用する滴下速度を常に監視する
示がでた。着替えたり、入院時検査などがあったので、ポンプ用･成人用の輸液セットをつけたまま
自然落下で滴下合わせを行って投与していた。心カテ室があくまでＣＣＵに入院することになり、準
備が整って入室した時に確認したら、400ほど残っていなければいけない輸液が100しか残ってい
なかった。
胸部（臥位）で病棟名を救命ICUのところ、救命フロアーで入力してしまい、フィルム整理時に気づ 確認作業がおろそかになっていた。
確認をする。
き訂正した。
胸部・肋骨撮影において、AP、PAを間違えた。再出力し提出。
確認不足
確認
胸部2方向のオーダーであったが、正面のみ撮影し、患者を病棟に帰室させてしまった。後で気づ 忙しく、オーダーの確認を怠った。
撮影する前に再度オーダーを確認する。
き再度撮影した。
胸部CT撮影の指示が出ていたが、頭部CT撮影を行なった
看護師よりCT検査の予約依頼があり、頭部CTの予約を受ける。CT検査の予約を受けた時、頭部 マニュアルに添った（撮影前に照射録・カルテの指示を確認し、撮影を行なう）確実な業務を行なう
CTだったので思い込んでしまい照射録・カルテ等の確認を怠ったまま頭部CT撮影を行なってし
まった。後に主治医より指摘され誤撮影に気付いた
胸部ＣＴ撮影時患者の腕を固定しているマジックバンドを患者自身が腕ずくで外そうとしていた。気 高齢で皮膚が弱い方で余り強く固定してはと思い少しゆるめにしたのがいけなかった。工夫が足 直接固定せず、タオルケット等を適度に使用したりと対応を工夫する
がついて固定し直したが、そのままＣＴ室に入ったら腕や手を機械にはさむか骨折をしていたかも りなかった。
しれない。
胸部Ｘ－Ｐ写真の指示出ていたが、病棟トレーになく、カーデックスを確認せず今日はないものと 情報伝達確認
手順とおりに必ず確認する。
思い撮影しなかった。翌日気がつき撮影する。
胸部および腹部ポータブル撮影時に体位が坐位のオーダーにもかかわらず、思い込みで臥位に 思い込み 不注意
撮影時に依頼用紙（依頼内容）の確認を徹底する。
て撮影した。 撮影後すぐに気付き、主治医に報告、相談のうえ、坐位が必要な胸部のみ再度撮
影した。
胸部ポータブル撮影において患者氏名の入力ミスにより間違った患者氏名でフィルム出力された｡ 複数舞のポータブル撮影の現像で、く確認作業を怠った｡
十分に確認をする。
写真確認時に発見し訂正して再出力し病棟へ送った｡（患者への影響はなかった）
胸部レントゲン撮影した患者の会計箋の中に、他患者の頭部CTの会計箋も誤って渡してしまって 二人の会計箋の処理を同じ机で行った。最終に患者に渡す時名前、会計箋の枚数を確認しな
名前、会計箋の枚数を確認しながら会計のファイルに入れる。
いた。会計が終わっていた為、医事課から連絡してもらい後日払い戻しの手続きを行ってもらうこ かった
ととなった。
胸部レントゲン撮影とＭＲＩ撮影の検査を行う患者に対し、事前に問診・同意書をとっていたが、Ｍ 情報の採取の不備。
医師、放射線技師の事前確認の強化。
ＲＩ撮影時に放射線技師が再度確認を行ったところ、心臓ペースメーカーの植え込みを以前に行っ
ていた事が発覚。胸部レントゲン撮影を行い確認した。確認をせずにＭＲＩ撮影を実施していたら、
生命の危険があった。未然に防げた事は良かったが、事前の問診・同意書をとる時に詳細に行う
べきであった。
胸部レントゲン撮影の予定であったが間違えて腹部の撮影をされた。放射線技師が間違いに気付 思い込み 不注意 患者に部位を確認していない
病棟ではマニュアルに沿って患者に検査の説明を引き続き行う。
き病棟に再度撮影に来るよう連絡があった。撮影室に連絡をとり経緯を確認し、患者に謝罪し再
度撮影に行ってもらった。撮影室には直接患者に経緯説明と謝罪をしてもらうよう依頼した。
胸部レントゲン指示 レントゲン室で行うべきものをポータブルで依頼票を出した。 患者は２回検 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
確認の徹底 依頼票は医師が直接記入する
査をした
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6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673

6674

6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695

6696

6697

6698

6699

6700

具体的内容
胸部異常陰影で２名の患者が、再診察待ちだった。医師に「この患者は帰していい」と言われ、別
の患者を帰してしまった。連絡後、翌日再診となる。この患者と思い込み看護師は、医師に患者名
での復唱確認しなかった。
胸部臥位撮影において、フィルムの方向を間違えて使い再撮。
胸部撮影において,診療科の入力を間違えた。フィルム整理時に発見修正した。
胸部撮影において、パラメータを間違えて出力。すぐに気づき訂正・再出力
胸部撮影において、ブラジャーを着けたまま撮影。はずして再撮。
胸部撮影において、マークを入れ間違えた。修正し提出。
胸部撮影において、会計用紙にフィルム枚数を書かなかった。フィルム整理時に発見し記入。
胸部撮影において、患者入力の際患者変更せずに前患者のまま撮影した。フィルム整理時に発
見し訂正再出力した。
胸部撮影において、撮影後患者さま渡しであったが会計箋を渡して帰してしまった｡直ぐに補助員
が気付き患者渡しの処理をして、フィルムをお渡しした｡
胸部撮影において、前患者の指名を入力してしまった。変更して再出力した。
胸部撮影において、他患者名で出力。フィルム整理時にも気づかず、病棟にフィルムが行く。病棟
から指摘を受け、再出力。
胸部撮影において、大角サイズで撮影したところ、肺が大きかったため、半切で再撮。
胸部撮影において、大角サイズで撮影したところ、肺が大きかったため、半切で再撮。
胸部撮影において、同一の患者様で胸部と腹部の２枚の検査箋が出ていた。この時２名の技師で
対応していたが他の撮影室に患者が来たため１名は検査箋を撮影装置の棚へ入れてその場を離
れた。もう１名の技師が胸部を撮影したが腹部の検査箋に気づかずに患者を病棟へ帰してしまっ
た。フィルム整理時に腹部の写真がない事に気づき確認したところ、申し送りをしていなかったた
め、腹部の検査箋がある事に気づいておらず、撮影していなかった事が判明した。病棟へ連絡し
て、事情を説明して再度患者に撮影室へ来て頂き腹部を撮影した。
胸部撮影において患者氏名の入力ミスにより間違った患者氏名でフィルム出力された｡写真確認
時に発見し訂正して再出力し患者へ渡した｡（患者への影響はなかった）
胸部撮影において患者氏名の入力ミスにより間違った患者氏名でフィルム出力された｡写真確認
時に発見し訂正して再出力し透析科の棚へ整理した｡（患者様への影響はなかった）
胸部撮影にて（5番）付帯情報型の患者氏名になっていた。写真出力後気付き変更再出力した。
胸部撮影にて、前患者の名前を入力してしまった。フィルム整理時に発見され訂正し再出力した。
胸部撮影にて、未撮影検査箋の処理を間違え撮影済み伝票として処理してしまった。記入項目が
すべて未記入であったため未撮影と判明。すぐに撮影を行った。時間の経過は不明。
胸部撮影にて診療科の入力を間違えた。フィルム整理時に発見されフィルム上で修正し提出し
た。
胸部撮影にて息止め不良にて再撮
胸部撮影の一連のながれの中で、胸部立位と見間違えて胸部を撮影した。よく見ると腹部、立位
臥位のようであり、常勤の技師に伝票を見てもらう。腹部であるとのことで再撮影をする。
胸部撮影を行なった際に、背腹方向撮影が困難であったため腹背方向で撮影したが、撮影後に
設定変更を失念し、左右反転していたことに気づかず、医師へ提供したもの。
胸部撮影後、フィルムにネックレスが写っているとのこと、患者に説明をして再撮
胸部撮影後、写真の本人渡しを間違えて会計箋を渡してしまい受付にて本より申し出があり判明
する。すぐに写真をお渡しした。
胸部撮影時、Tシャツの文字が写真に写りこんだ最撮
胸部撮影時、会計伝票にフィルム枚数を記入間違いをした。フィルム整理時に発見され訂正した。
胸部撮影時、診療科の入力を間違えた。フィルム整理時に発見され書き直して提出。
胸部撮影時、診療科の入力を間違えてしまった。フィルム整理時に発見され、書き直して提出し
た。
胸部撮影時にフィルム枚数を照射録に書き忘れた。外来に電話し、記載してもらった。
胸部撮影時直前のひとの名前が貼り付いた（直前の人はＫＵＢだけだったのにＣＸＤＩの方へＤＲ送
信してあった。）
胸部正面臥位にてプレートとグリッドの方向を間違えて撮影。モニターにて発見し再撮する。
胸部正面撮影において、X線が過剰曝射される。 患者にはもう一度撮影させていただいた。

背景・要因
改善策
医師は患者名で伝えてない。又、看護師も自分の勝手な思い込みで医師に患者名で確認してい 医師は患者名をﾌﾙﾈｰﾑで指示を出す。指示受け看護師は患者名を声だし復唱確認する。
ない。
確認不足
確認不足
確認不足
確認不足
確認不足
確認不足
確認不足

確認
確認
確認
確認
確認
確認
入力時の確認

午前中の込み合っていた時間帯。

検査箋の確認の強化

確認不足
確認不足

確認
確認

確認不足
確認不足
複数の撮影室に多数の患者が来ていて大変忙しい時間帯であった。

確認
確認
複数名で撮影をしているときにその場を離れるときには、どんな些細な事でも必ず申し送りをした
り、声をかけるように癖を付ける事。

患者が集中して来室し、業務多忙となっていた｡

入力時に十分確認をすること｡

透析センターの定期胸部撮影であるかどうか確認していたら、患者入力を忘れ前の患者氏名で撮 十分に確認をする。
影を行ってしまった｡
確認不足
患者情報の確認
確認の不充分
入力時の確認
検査線を間違えて撮影済み検査箋入れに入れてしまった。

確認

確認の不充分

入力時の確認

呼吸のタイミングを目視していなかったことが原因
読み取りにくい伝票は他のひとにも確認をしてもらう。

患者に対しての確認をしなかった。
確認不足

患者の撮影時には必ず患者を観察すること。
確認、いつも見慣れている人はまちがわないようだ。指示をはっきりかいてもらう。（外科の医師）
ハンコにするとか、対策を立てて欲しい。
・撮影方向を変更する場合は、必ず撮影前に設定を行う。 ・撮影者が左右方向や患者情報を確
認する。
必ず、患者に対しての確認をする。
伝票の確認

確認の不十分
確認不足

不安と思われる場合、患者の了解のもと、脱衣をしていただく。
伝票記入時の確認

確認不足
確認不足

入力時の確認
入力時の確認

確認不足
確認作業の怠り。

十分な確認
撮影時、再度確認する。

・撮影者の確認不足が主要因。

撮影時の確認の怠り。
撮影時に再確認する。
直前の患者で胸部の側面を撮影していた。そのときにフォトタイマを切ったままにしており、 その 撮影前には撮影条件とフォトタイマなどの確認も確実に行なう。
まま正面撮影に臨んでしまった。フォトタイマの入れ忘れによるものです。
胸部側面撮影でL→RをR→Lで撮影してしまった。側面は読みとったがL→Rの指示の記載部分がＩ 照射録全体をきちんとみること。思いこみによるミス
照射録の撮影指示をしっかり確認すること。
Ｄカードの下になっていたため確認しなかった。
胸部不快あり、循環器科受診後ワソラン１回錠を２錠に変更があった。そのむね医師から患者に 患者状態把握
きちんと自己管理できるか確認する。医師より患者の説明だけではなく病棟にも連絡したもらう。
説明したが、ワソランをワーファリンと間違え飲んでしまった。看護師が薬の色が違うのに気付き
主治医に報告。以前にも自己管理で間違いがあったため看護師管理とする。
胸腹部ＣＴ（単純・造影）検査の患者。当日、体調不良もなく、問診でも、特に問題はなかった。検 検査時、オムニパ－ク300 150ｍｌ使用。放射線技師によると、この造影剤は、たまに副作用が出 検査既往歴で異常がなく経過している患者であっても、造影検査ということを念頭におく。検査終
査施行中、施行直後も問題なく、点滴残も少量にて点滴抜去。患者とともに、内科外来へ。医師診 現し、しかも遅延性であるとのこと。知識不足もあり、ル－ト確保の生食50の残がほとんどなく、検 了後も継続して観察を行う。ル－トは終了するまで抜去しない。
察までお待ちいただくことを説明した。約30分のち、患者より受付看護師に気分不良の訴えあり。 査終了後すぐに抜去した。知識があれば、点滴コントロ－ルし、検査後しばらくは、ル－ト確保が
顔面紅潮気味。口唇色すぐれず。自力歩行にて、椅子に腰掛けた直後、上肢痙攀様。坐位不可 可能であり、継続した観察をしていたと思う。
能。意識消失なし。医師連絡。救急外来にて処置施行した。
胸腹部大血管のフォロー目的のＣＴの依頼であった。フィルム袋の中から前回の写真をみて、それ フィルムの確認方法
端末画面で検査日時を確認してから、フィルムを見る。
と同じように肝臓から骨盤の範囲で撮影した。しかし、前回写真と思っていた写真が、前回のもの
ではなかった。放射線科医の読影時に、最新の撮影フィルムがあり、本当は胸部から骨盤までの
範囲のＣＴが必要であることがわかった。患者へ説明し、再検査した。
胸膜炎・肺炎で酸素３Ｌ吸入中の患者様にＸ－Ｐ検査の呼び出しがあった。降りられるかと尋ねる 看護師が患者の病態をしっかり把握していない。
担当看護師に患者の安静度を確認して連れて行くべきである。
と一人で 行けると言われたので行ってもらう。Ｘ－Ｐ室にて担当医が気づき連絡ありすぐに酸素と
車椅子を持って行く。
鏡を使用しての下肢ステップ訓練をセラピストと一緒に施行したのち、自主的に訓練をされている 毎回、リハビリにおいてはセラピストと一緒に訓練を施行したのち、自主的にも訓練を行ってもらっ 自主訓練を行ってもらう際は平行棒内など安全な場所で施行する。 デイケア利用時の身体状態
際に、右斜め後方にバランスを崩し倒れられる。その際に、右側頭部？後頭部にかけて打撲され ているが、今回の場合はセラピストが他の利用者の訓練中で観察不足の為事故が発生したと考 の確認（体調や歩行状態など）
る。
えられる。又、バランス状態も不安定な時も見られる為、セラピストの自主訓練についての説明不
足も原因の一つと考えられる。
凝固系の検査指示があり測定を行った。値により速度変更の指示であったが、指示を見落とし速 他の業務に追われ指示をゆっくり、きちんと見なかった。 いつもの指示と書き方が違い、分かり 一つ一つの指示を確実に正確に行う。
度を変更しなかった。
難かった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
凝固系の採血を患者一覧のコメントに2ｃｃ検体で採取と医師の指示であったが、日常2ｃｃの指示 医師の指示は画面上だけでなく予約患者一覧表を出力し確認しているが、指示をうけた看護師と 医師の指示の伝達方法が明確化されていないため、予約患者一覧でコメント入力してもらい、看
でも小児の場合は1ｃｃの検体で行っているため、1ｃｃ検体で採血し、採血量不足で結果がでず、 当日採血した 看護師が交代しており、採血前にも確認しなかったため、発生した。
護師は勤務前に確認を必ず行うことを徹底する。
再度採血となった。
凝固剤（フサン）入りの点滴を、４時間のところ２時間で終了してしまった。
設定の確認をしたつもりであったが、既に設定してあるものと思い込んでいたため、確認が機械的 いつの場合も基本的確認事項に従い、確認することを習慣とする。
であった。
業者が病棟に入ってきた際、強引に喫煙所へ行き、吸殻入れに手を入れ煙草を取り、すぐ口に入 病棟と喫煙場所の環境の整備が出来ていない。
灰皿の設置数をへらす。 業者の方へ協力を依頼する。
れ込む。スタッフ取り出そうとするが煙草を飲み込む。
業務ではさみを使用した後、はさみを所定の位置に戻す。しかし、危険物の確認時、はさみが一 自分の記憶が曖昧であった。
今回は、紛失した訳ではなかったが、確実に管理していかなくてはなかない。危険物を使用する際
本足りなかった。その１０分後、はさみが定位置に戻っていた。精神科のため危険物は看室で管
は、忘れないようにメモなどを取って確認する。
理している。
業務終了後、実施済み入力（電カル）をしていたとき、5%ブドウ糖20mlにフェリコン１A の指示を見 指示表を見落とした
指示表を1時間おきに確認、また透析終了30分前と終了後に再確認する。
落としていたことに気がついた。
局所麻酔で外来手術を行う患者様が８時３０分に来院された。受診票を受け取った際に８時４５分 思い込みにより焦ってしまい、入室時間を確認しなかった。
チェックリストを用いて確認事項は一つ一つ確実に確認していく。
の予約枠であったので手術室入室時間が８時４５分と思い込み、９時入室のところ早くお連れした
ために手術室前でしばらく待って頂く事になった。
局麻下で乳腺腫瘍のＯＰが決まったので準備をした。血型を入力するべき所に感染症を入力して 感染症は不要と他の依頼した看護師から聞いていたため、ＰＣの画面ですでにされている検査の ＰＣ入力時、画面、レスプリの確認、サインを必ず行う。新規で入力するときは、必ずダブルチェッ
しまった。感染症は先月検査をしていたため不要だった。翌日のカルテ見のときに血型がとられて 確認をせずに入力してしまった。その後、依頼したＮＳが入力後のレスプリを確認せずカルテに貼 クを行い、サインをする。
いなかった事に気付く。ＯＰ室へ電話連絡したが、局麻下のＯＰのため、血型は不要であったため 付してしまう。カルテ控えにサインがなかったので、最後まできっちりと確認をしていなかった。
ＯＰに影響はなかった。
局麻下にて本日小腸ろう増設された患者だった。普段よりやや見当識障害あったが、本日は１９ 患者がせん妄状態にあり点滴の必要性が理解できなかった
おかしいと思った時点で早目に対処したが、普段より見当識障害あり術後すぐにせん妄対策を考
時頃より「勝手口の戸を閉めて」「鍵をかけて」などと意味不明の言動を興奮様に話ていた。その
えておくべきだった。
ため主治医にリスパダールを処方してもらい内服させようとするが飲まないとさらに興奮してしまっ
た為セレネース、生食100mlの点滴の指示もらい施行した。30分後訪室した際に点滴自己抜針し
ていた。出血などはなかった。本人の興奮はおさまっていたがシーツに点滴漏れており、念のため
追加にてリスパダールの内服もしてもらった。
局麻鼻内内視鏡手術中、鼻内に挿入してあった止血用小ガーゼの数が合わなかった。患者が
業務手順、ルール、チェックの仕組み
ガーゼのカウント
ガーゼを飲み込んだ可能性がある。患者の飲み込んだ自覚はなし。
局麻鼻内内視鏡手術中、鼻内に挿入してあった止血用小ガーゼの数が合わなかった。患者が
業務手順、ルール、チェックの仕組み
ガーゼのカウント
ガーゼを飲み込んだ可能性がある。患者の飲み込んだ自覚はなし。
勤務１回のＴＣモニターですが、２時１０分に開始したので終了は４時１０分の予定であったが、他 Ｂチーム４人を担当していたが、まだ業務に充分精通していなく（Ｂチームは○月より）時間がか 記録用バインダーに終了時間を記入したメモ紙をはさめておく。または、タイマーを使用する。
にも２人ＴＣの人がいてその児の方が早く終了するので、その終了のときに、患者の終了タイマー かったりしていた。精神的にも余裕が少なく行動がスムーズに行えていない。
をしようと思っていたが忘れてしまった。５時３０分に気付き、すぐ除去し部位観察したが通常の発
赤程度でありその後も軽減傾向であった。
勤務が始まり、日勤帯から引き続き点滴を続行していく。確認した際、弾性包帯が軽く巻いてある 本日転棟してこられた患者であり、痴呆・不穏があると言う送りをうけたものの、程度がわからず, 高齢患者の場合、点滴中は常に側で見守りが出来ない状況であれば必ずルートが目につかない
のみであったが、家族の方もおられ、患者もルートを触る様子もなかったためそのままにしておく。 点滴中のルートを隠している包帯に関して、いつもより固定があまいと思いながらもこの患者の不 ようこれまでどおりにしっかりと固定し包帯で巻いておく。またどのような行動をとるかわからない
その後家族の方が帰られたため、頻回の訪室に努めたが２０時半訪室するとオーバーテーブル上 穏状況に対してはこれくらいの固定で良いのだろうという勝手な判断をしてしまった。
のだという認識で自己損傷をふせぐために慎重な対応をとるようにする。
にぐるぐる巻きにしたなったルートが置かれており自己抜針に気付く。すでに止血できていたが
ワッテにて再度刺入部を止血しておく。
勤務の最終のオムツ交換後、しばらく経過して次の勤務者にオムツのテープが皮膚に付着してお ・オムツ交換時、注意深くおむつを当てたつもりであったが確認の方法が甘かったため実際には ・オムツ装着後はテープが確実についているか、緩くはがれやすい状態ではないか確実に手で触
りその部分の皮膚は剥離していたとの報告があった。
テープ部分が皮膚に付着していた。またそのことにも気付かなかった。 ・目でみて大丈夫だと判 れて確認する。 ・おむつをしっかり付けた、という思いこみは捨て、低出生体重児の皮膚は外部
断してしまい実際に確実に装着されているか触って確認しなかった。 ・大丈夫だと思い込んでし からの刺激に弱いことは再認識し上記の確認を怠らない。
まった。
勤務の始めにこの患者は留置針自己抜去をした為、留置針を取り直し、包帯で固定、服の下から 患者の不穏状態
夜間の点滴中止
ルートを出しルートを見えないようにし、さらにルートを体にテープで固定していた。夜間不穏状態
で寝ないため、リスパダールの内服施行(追加もする)も不穏状態続き、30分ごとに観察をする。
23:50頃訪室すると、ベッドに座り裸となり、点滴は抜けており、点滴ルートゴミ箱の中に入ってい
た。2度目なので点滴は中止し、Drへ報告。患者の不穏は続くためベッドごとダイニングルームへ
移動する。
勤務開始し17時にレスピレーター条件確認し看護記録に記載したがレスピレーターチェック用紙に チェックリストを後回しにしてしまったため、実際に患者様の検温時に発見するまで30分から40分 レスピレーターの設定条件全ての項目を勤務開始の検温にまわる前にチェックをする。チェックす
は記入しなかった。１７：４０頃レスピレーターの加湿器の水がないことに気がつきすぐに水を入れ の空白の時間ができてしまった。
る際には指差し呼称を行う。勤務交替時にはダブルチェックで条件の確認を行う。
た。当直医師に報告をし様子を見ることとなった。
勤務開始後すぐの調剤で、ストロカイン錠の入院処方せんに対し、ガスコン錠を誤って交付した。 業務開始直後で、注意力が散漫していた。また当日開始の処方であったため、気分的に焦りが 業務開始直後の調剤は特に注意する。 処方剤数が少なくとも、気を抜かず、病棟に送付する前
病棟看護師が患者交付前に発見した。
あった。
にもチェックするようにする。
勤務開始時に薬の確認をし、10時のミリステープを袋から出して準備した。その後、受け持ち患児 確認不足によって発生した。
人任せにするのでなく、確認する。スタッフ間で声かけをする。
の清拭を他のメンバーが行い、準備した所に物が無かった。その為貼ってあると思い込んでしまい
確認せず、準夜スタッフが発見した。
勤務開始時のライン確認の時は問題なかったが１時間後に観察のために訪床すると末梢静脈ラ 観察不足
包帯などで保護をしてすぐに抜けないように工夫する。
インが抜けていた。
勤務交替後、点滴確認に行き間違いに気付く。 指示はソリタＴ1５００mlであったがＴ3５００mlが施 点滴準備段階でダブルチェックは行われていたが、チェックをすり抜けてしまった。
準備時、施行時声に出してのチェックを再度徹底する。 必要であればポンプ使用以外の点滴も
行されていた。ポンプは使用しておらず。投与量は20ml程度。指示の点滴に変更し施行。
ベッドサイドでのダブルチェック、捺印を行う。
勤務交替時より体動あり。やや不隠気味であったため、他の看護師にも伝え協力を得た。自己抜 元々意識レベルが？ー１とやや見当識に欠けており、充分自己抜去が予測できたため、あらかじ 不隠傾向が考えられるときの対象患者には、事前に指示を貰うなり、抑制をしたり目を離さぬ工夫
去が考えられたため観察を続けていたが、別の緊急入院の処置を行って目を離していた。体動を め主治医への対処方法等を確認しておくべきであった。また、看護師の目の届かないところで体 をし事故防止に努める。事例をカンファレンスにかけ、意見の統一を図った。
感じたため訪床するとＮＧチューブの自己抜去を発見した。腸蠕動音も聴取でき、意識レベルも問 位交換していたため、処置等で目を離さなければならない場合は、患者の行動が良く見えるよう
題なかったため、医師に連絡し様子観察となった。
考慮すべきであった。
勤務始めにラウンドしたときは異常なかったが、10時に点滴更新に訪室すると、点滴架台が倒れ 患者は個室であり、室内にトイレがあったため、下肢に浮腫があったが普段は転倒することなく移 患者の状態を観察し、室内のトイレではなくベッド上で採尿することを説明した。また、尿意があっ
患者が床に座っていた。患者は「トイレにいきたくて立とうとしたら足に力が入らず倒れてしまった。 動できていた。最近浮腫が増悪してきている状態であった。浮腫が増悪していることが歩行に障 た時はナースコールを押してもらうようにお願いした。 訪室時に尿意の確認を行うようにした。
頭を床で打った。」と言っていた。外傷・痛みはまくバイタル不変。Drに報告し、様子見となる。
害を与えていることを考えていなかった為、普段どおりに排泄を行ってしまっていた。
禁食に変更する予定が、締切の時間にまにあわなかった。朝、助手より連絡受ける。
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
病名と食事のオーダのチェックを更に注意し病棟と連絡を蜜にする。
禁食の患者なのに配善車の中に食事が用意されていた
食事が止まった事を栄養科に連絡してあるのに食事の札を取り忘れたものと思われる
栄養科は禁食の連絡を受け次第食札をかたすことにした
禁食の患者に向側の患者の粥食を運んでしまった。患者に食事がないといわれ間違えに気づい 食事に関してリスクに対する意識が甘かった。
部屋に入る前にネームプレートで場所の確認、ベッドサイドで患者名の確認、患者に名乗ってもら
た。
い確認をする。
禁食ボードの「禁食中」欄が変更され、さらに禁食中の患者が追加されており、連絡なく、確認せ 思い込み 不注意 スタッフ間の意思疎通・連絡が不十分
詰所内での、連絡を密にする。 禁食ボードをよく確認する。 不明な点等があれば、看護師に確
ず食事が来ないものと思い込み配膳したため、食事をしてしまった。 看護師が気付いて判明し
認する。
た。 消化管出血確認のため、午前中に患者の内視鏡検査を受ける予定を、午後に変更した。
禁食中（水分制限なし）だったが、家族が買ってきたパンを摂取してしまった。２０時３０分バイタル 説明不足
患者への説明は分かりやすく行い、理解できたかどうかを確認する。
サイン測定後、空腹の有無について質問すると「パンを食べましたので」と返答あり。又、床頭台
のなかにあめが入っているのも発見した。あめの空袋は見当たらず食べたかどうかは不明。日勤
帯で禁食について説明したが、本人は聞いてないと言う。食後の症状に変化はなかった。
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具体的内容
筋ジズトロフィー患者（車椅子使用）胸部写真撮影（立位）のオーダーにて撮影をしようとした。立
位での撮影が可能か患者に確認後実施使用としたが、このとき患者が後ろに座り込むよう倒れ支
えきれず、二人座り込むように倒れる。
筋弛緩剤のサクシンを部屋に持ち込んである事の確認を怠った。また、入れ替えの手術について
いたため、薬品の片付けも行えなく、薬品確認時、サクシンが紛失している事が分かった。
筋注でいく指示のでているフェノバール１００？をガスター静注後、側管から静注した。 延長
チューブが白濁し、異常に気がつく すぐに点滴を中止、主治医に報告、血圧を注意して観察。延
長チューブを新しいものに交換

背景・要因
・オーダーのあり方（立位でなければならないのか） ・患者、患者家族の発言への過信

改善策

緊急アンギオ検査のときに撮影直後にアンギオ装置の電源スイッチに体が触れ電源がOFFになっ
てしまった。結果直前の検査のデータが失われ、機械の立ち上がりまでに5分掛かり検査を遅らし
てしまった。
緊急オーダーで内服処方の指示を出しすぐに中止オーダーをしたが、その内服薬が患者の元に
届いてしまい、患者が１回分内服してしまった。
緊急外来処置室で、診察後、テオドール150mg ２×１ 三日分の処方があった。看護師がテオ
ドール150mgの袋を6袋出して医師に確認し、薬袋に入れて患者に渡した。 一回量75mgの袋を
出さなければならなかったところ、150mgの袋を出していた。

慌てて行動した事による。 スイッチにカバーがなくいつでも触れれる状態であった為おこった。
部屋のスペースにも余裕がなかった。

スイッチにカバーをつける

中止オーダーをしたあとに薬局に電話連絡をしなかったため。

緊急オーダーで中止をした際は必ず薬局へ電話連絡すること。

・オーダーの見なおし

一件目の患者の退室と同時に次の入れ替えの患者が入室となり、その時にはすでに薬品類が片 持ち込んである管理薬品は必ず把握し手術終了時責任をもって片付けを行う。
付けられていたため、誰かが片付けてくれたのだろうと、確認を行わなかった。
新人等の院内事故防止教育の問題点
・点滴実施の際は、手順に従い、必ず準備時、また、患者のもので確認する際、患者氏名、薬剤
名 薬剤の量、濃度、注射方法、注射日時を声に出して確認してから実施 ・病棟でよく用いられ
ている点滴、薬剤の用法・用量、薬効、副作用、注射時の観察事項を学習し患者に使用されてい
る目的・根拠を理解して実施する ・落ち着いて実施できるように、自分が使用する板に注射・予備
薬の確認事項のメモを貼り、実際の際、 毎回確認を行う ・緊張していても、一呼吸おき、間違い
のないことをもう一度再確認して実施する
筋肉注射を施行する患者様の名前をちがう人の名前を書いてしまった
ある程度の思い込みがあったかもしれない
注射箋と名前の確認の強化
筋力低下にて動きににぶい患者。病院の布団でなく、衣装ケースにある自宅より持ってきた布団 トイレ誘導のとき、起き上がりを促してもできないため、自己にて起き上がれないと思い、４点柵を ４点柵の使用。思い込みで行動しない。
を自己にて取ろうとしてしりもちをついていた
していなかった。
緊急ＥＲＣＰ検査が入り、患者氏名を光源に入力した。タ○○○サ○○氏と入力しなければいけな 患者様の申し送りを受けるとき、検査台に上られたときネームチェックは行なっていたが入力後は 入力した後に再確認。他の看護師または医師が再確認をする。
かったのをタ○○○タ○○氏と名前の入力を間違えてしまった。 タ○○○タ○○氏の主治医がカ 確認していなかった。入力も看護師１人で行うことがほとんどである。
ルテ閲覧中検査箋のポラロイド写真が別の患者の者であることに気づいた。レントゲンに問い合
わせたところ、他の病棟に行くように付箋紙をつけたはずだがと言われた。メッセンジャ－がポラロ
イド写真の氏名が当該病棟の患者（タ○○○タ○○）であることを知っていたため、付箋紙に書い
てある病棟ではなく当該病棟に届けた。緊急検査であったためあわてていたので検査を終了し後
日指摘されるまで気づかなかった。
緊急OPEの患者のOPE前の採血検査にFBSの項目があったが、スピッツを作らず、検体未提出と 緊急OPEで慌てていた業務が多忙であった
スピッツ作成時、採血時に必ず検査箋をみて採血項目を確認する。
なった
緊急Ｏｐｅ患者の輸血がＯｐｅ出しに間に合わず検査室から届いたと受け取ったが、伝票の血型が 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
記載事項をもれなく記載する。
「Ｏ」のみ書かれＲｈの記載が無かった。血型の伝票も無く病棟に確認するも結果が戻っていない
との事で検査に連絡。「Ｒｈは＋です」と電話のみの報告だったので伝票をＦＡＸで送ってもらった。

時間外の処方は必要に応じて待機している薬剤師を呼ぶが、ほとんどの場合が緊急外来に準備 一回量・一日量の入れ物の区別をつける。視覚的にもわかりやすくする。
してある薬剤を看護師が準備し、医師が確認し、患者に手渡すということにしている。一回量と一
日量の表示があり、表示がわかりにくかった。薬剤ワゴンに乗せているケースが小さく、表示する
部分が小さく見ずらい（色分の区別はしてある）。一回量と一日量があるが、表示の確認を行わな
かった。
緊急検査の凝固検体のデータをチェックしていた技師が１項目だけ同じ数値が４本続くため検査 試薬作成後セットする位置が前後してセットされていたことであった。 コントロールを測定していた 試薬の位置を確認後、セットする。コントロール値は単にデータの記入ではなく、前回値と比較す
試薬を調べてみた。ＡＴ３の試薬位置が入れ替わっていることに気がついたので、直ちに試薬を交 が、データを当日のチェックシートに記入しただけで、前回値との比較を怠っていた。 確認不足、 るＸーＲ管理図をもって行う。
換測定しなおし、データを再入力した。病棟に凝固検体のＡＴ３のデータを再入力したことを連絡し 思い込み。
た。
緊急時にソルコーテフ１０００ｍｇの溶解がスムーズに行えず準備に４、５分要した。患者は、腹部 ナースは、ソルコーテフ１０００ｍｇを数回溶解した経験があり技術的問題はない。ソルコーテフ１０ メーカに対し、緊急時使用しやすいバイアルへの改善を依頼する。ソルコーテフ５００ｍｇの採用も
ＣＴ施行中気分不快出現。医師は、オムニパーク５０ｍｌ注入時点で撮影を中止し、ソルコーテフ１ ００ｍｇの定数は、救急カートに２バイアル、放射線科内に１１バイアル緊急時使用薬として準備し 含め、薬剤部と副腎皮質ステロイド薬の採用について検討していく。
００ｍｇ静脈注射し、ソリタＴ３の点滴を開始した。その後も、咳込み、呼吸苦の訴えがあり、ソル
てあり配置数としては問題ないと考える。以前にも中栓が落ちず溶解できなかったソルコーテフ１
コーテフ１０００ｍｇの指示が出た。ナースは、ソルコーテフ１０００ｍｇの溶解を試みたが中栓が落 ０００ｍｇのバイアルについてメーカーに対応を求めていたが改善はなかった。当院の薬事委員会
ちず２バイアル失敗し、３バイアル目で何とか溶解できたが指示後４、５分が経過していた。その においてソルコーテフの代替薬としてサクシゾンが検討されたが、サクシンと混同するリスクが大
間、患者に嗄声、咽喉頭浮腫はみられなかったが呼吸苦改善せずボスミン０．５ｍｇを静脈注射し きいため不採用となった。
ていた。患者は、ソルコーテフ１０００ｍｇ静脈注射後一過性に過換気症候群、頻脈となったが症状
改善し帰宅した。
緊急手術で、手術室にいった。患者にＩＤ（リスト）バンドがついていなかった。その場で、主治医か 患者確認方法（リストバンド）の装着の取り決め問題（現在は入院時に患者全員ではない、一部の 入院時に全員の患者に装着
ら患者に説明しつけてもらった。
対象患者のみ）
緊急手術患者のレントゲンを手術室に持参した際に、本人と類似した名前の別患者のレントゲン レントゲン管理等取扱に誤りがあった。 患者情報の確認不足。
患者情報管理の徹底。 確認作業方法の見直し。
を持参してしまった。受け取った看護師が、別患者のレントゲンに気がつき、差し戻しをした。（別
患者は入院予定の患者であったためＮＳ室に置かれていた。）
緊急手術後、やや不穏傾向で病棟帰室。家族に協力を得て付き添いを依頼。部屋はナースス
対策は立てていたが手薄になった一瞬の出来事で防止できなかった。
休憩交代でスタッフが減る時間帯と家族が不在になる時、又業務が多くなる時などの計画も考慮
テーションの隣にし観察していた。家族が昼食で不在になった為、頻回に訪室していたが物音が
した、安全対策を検討していく。
し、訪室するとベッドサイドで転倒していた。
緊急手術時の点滴ボトル交換で、ボトルの内容は合っていたがラベルを間違えて貼り、取り替え １ 患者名をフルネームで確認しなかった。 ２ 名前のラベル間違いに気が付きながら、ラベルを １ マニュアルとおりのフルネーム確認を行う。 ２ 間違いに気が付いた時は、すぐに変更手続き
様として忘れて出棟した。（同姓患者のラベルを使用）手術室から連絡があり、間違えたままに気 変更しなかった。 ３ 手術室出棟時のチエックリスト通りに確認しなかった。
を行う。 ３ 出棟時のチエックリスト通りに、確認を行う。
がついた。
緊急手術目的で入院。術前準備（剃毛・血管確保・同意書等）し手術室へ搬送時に感染症検査が 入院時に外来看護師に感染症検査の確認をしなかった。
緊急手術用チェックリストがあるとよい。
未実施 であることに気づく。すぐ検査室に連絡をとり外来で採血した検体で実施してもらう。
緊急注射で指示のあったアルブミン２５ＷＦ献血の指示を病棟用の在庫薬品の赤十字アルブミン 注射カレンダーと薬品を確認する際、「赤十字」と書いてあったので、「おかしい」と思ったが、その アルブミンの種類（３種類）の周知徹底させる。 確認の原則を守るよう指導した。
２５と思い込み、注射カレンダーと薬品とをもう一人の看護師と二人で確認して施行。その後、１５ ままにした。再確認を怠った。
時に薬局から上がってきたアルブミン２５ＷＦを見て間違いに気付いた。すぐに主治医に報告。患
者には異常なかった。
緊急内視鏡にて8ヶ所クリッピングし緊急入院した患者。19:10に入室され主治医に口頭で吐血カク 緊急入院時医師から吐血カクテルを口頭で指示を受け、どこにも記入しておかなかったため、すっ 口頭指示を受けた時は多忙な時でも必ずメモをとる。
テル指示受けたも忘れており2時間後の内服をいかず。カルテにも記載していなく、準夜勤務の記 かり忘れた。
事入力している時に吐血カクテルの入力されている事に気づく。リーダーに報告。薬局に連絡し大
至急で処方上げてもらい、0:30本人に説明し内服して頂く。
緊急入院してきた患者様が緊急の手術となり、採血のラベルの日にちを確認せず、手術になった 確認不足だった。自分の勝手な思い込みがあった。
採血のラベルの日時やカルテでも採血日を確認するべきだった。
からすぐに採血が必要と自分で思い込んでしまい採血を施行。検査科に送り検査科の職員に採
血日が違うことを指摘され気づく。
緊急入院であり外来からの申し送りが不十分であった。点滴についての申し送りはなかった。次 医師が注射指示があるにもかかわらず、注射伝票を出していなかった。 外来では入院患者様の オーダーでも確認をするようにする。 医師へマニュアルどおり点滴指示がある場合は伝票を出す
の勤務者が点滴がミキシングルームに残っているのを発見し、点滴の指示があったにもかかわら 注射伝票が出せない。 オーダー画面にて確認を行わなかった。
よう注意する。
ず、点滴を行っていなかったことを気がついた。
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具体的内容
緊急入院で緊急OPとなり、OP指示にセファメジンをOP室持参となっていた。病棟看護師は時間に
せまられながらOPの準備をし、OP室搬入の際 セファメジンを間違ってセフメタゾンを持参した。
OP室看護師はその事に気がつかず、そのままセフメタゾンを実施した。患者には異常なく経過し
た。
緊急入院にて気管内挿管し、人工呼吸器管理となった患者。 入院時より自発呼吸再開し、ＣＰＡ
ＰモードにてＲ２０ー２５回／分にて呼吸安定。 重度の痴呆があり、説明を繰り返しても現状認識
が困難であり、挿管チューブやＭｇチューブを引っ張ったり、体を起こそうとするため、危険行動予
防を目的とした両上肢の抑制開始となる。 ９時、１０時のチェック時は傾眠様であった。１０：４５レ
スピレーターのアラームが鳴り、ベットサイドへ行くと挿管チューブが抜け、顔の横にある状態を発
見。体幹をベット下方へ移動させていた為、抑制していた上肢が挿管チューブに届き、自己抜去し
とものと考えられる。 担当医師へ報告。
緊急入院患者にシロップ剤が投与された。 指示は朝・昼食前与薬と明記されていたが、分２の指
示の項目だけで朝・夕と思いこみ当日は昼食前が与薬されないままとなった。
緊急入院時に有料個室（１日￥7500）の説明をし、患者及び家族の承諾を得て収容し、入院３日
目にようやく４床室に移動した。退院後、請求書を見て、家族が３日間特室料金を払うのはおかし
いとクレームあり、話し合った結果、説明が足りないと言うことで２日分の特室料金の請求となっ
た。
緊急連絡用の医師当直PHSの設定が誤操作により通信不可となっていた間に救急隊から患者搬
送依頼があり、対応に手間取った 幸い、院外対応の別のPHSを同時に携帯していたのでその院
外対応PHSをコールすることにより対応できた

背景・要因
改善策
緊急時のため時間の追われて、あわててしまい確認不足。 他の業務と重なり、仕事の中断の連 薬剤の準備をする際現物を見て声に出して確認する OP室看護師に送る際、伝票とあわせて確
続であった。 通常は薬剤から補給されたものを使用するが、緊急で病棟ストックの中から使用し 認する 薬剤の補給を迅速にしてもらい、極力ストックは使用しない
た。 OP室看護師に申し送る際両者が確認をしていない
両上肢を抑制した状態で起き上がろうとする動作が見られたことから、体幹を含め体動が活発で 危険行動のある、若しくはそのリスクが高いと考えられる患者から、やむを得ず離れる場合には、
あると判断され、抑制帯のずれも生じる可能性があると気付いていたが、両上肢をしっかり抑制し その直前に抑制帯の確実性について再度確認する。 抑制帯をしていることで安心せず、その確
ているから大丈夫であるとの思い込みを持ってしまった。 緊急入院→緊急手術となった患者の処 実性に重点を置くことが重要だと認識する。 他のスタッフ、メンバーに受け持ち看護師が離れるこ
置、必要物品の準備、必要な連絡等に追われてしまい、精神的余裕がなかった。
と、危険の高い患者であること等の情報提供を行うことで、注意を促す。

・処方内容の確認不足 ・治療計画の把握不足

・処方内容を理解し与薬行為ができる看護師の育成

有料個室収容時の「入院日数×金額」の説明が不足していた。

患者及び家族に分かるような説明をし、理解されたかの確認をする。

院内PHSのあるボタンを誤って押し続けるとﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ機能となり、その間は通信が不可となる
PHS使用者はﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ状態になっていることは、自分自身がPHSを使用する際、待ち受け画面
を確認するまでわからない 待ち受け画面にはﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ状態であることは表示されている （い
わゆるトランシーバとして通話できるものではやく、画面表示のみがﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰと表示されるだけで
ある）
近位監視にて松葉杖歩行訓練中（左下肢免荷）に、患者がバランスを崩しとっさに支えたが支えき 普段は松葉杖歩行ほぼ自立であり遠位監視していたため、患者がバランスを崩された時、間に合
れず転倒された。
わなかった。
金銭自己管理が出来ない患者様のため、財布を看室でお預かりしている。それなのに、その患者
の床頭台から、小銭が出てくる。他の患者から「現金がなくなった」という情報はなく、出所は不明
である。
金曜日にしかできない検査を実施できなかった。その後３連休となり検査を行わないまま退院と
なってしまった。
金曜日に当直でラウンドしたときと、月曜日訪問したときに微量ポンプが変わっていた。（ドブトレッ
クス・ミリスロールをＡ社2台から、Ａ社とＢ社のポンプ）トラブルがあったのかと確認するが、毎週日
曜日に各種ポンプの交換をしているとのこと。2種類の薬剤を注入しているので、違う種類のポン
プを使用するのは、間違いの元である。一週間ごと交換する必要ないことを業務としてしている。

以前にも、この患者はあるはずのない現金を持っていたことがある。理解力に乏しい患者である
ので様子観察を密にすべきであった。

使用者が誤った操作によりトランシーバー機能となっていることを（使用者は気づいていない）知ら
しめる方法を業者に依頼する。

直ちに車椅子に座って頂き、痛みがないか、患肢に変化がないか聞いた。その後、病棟までお送
りし、病棟看護師に報告、経過観察をお願いした。近位監視していたにもかかわらず転倒されてし
まったため、今後はさらなる注意が必要と考える。
整理、整頓、清掃に心がけ行動観察を十分に行う

検査伝票の日付が間違っていた。 伝票を検査室に送る際に日付の確認を行わなかった。 検査 伝票をマニュアルどおり、名前だけでなく日付なども確認をする。 検査技師が病棟に来ない場合
の日に検査技師が検査に来なかったのに連絡を行わなかった。
は確認を取るようにする。
習慣として。安全管理不足微量ポンプ使用薬剤の知識不足
2種以上の微量ポンプ使用時は同一機種を選択。ポンプは1薬剤使用時はトラブルがない限り交
換はしない

金曜日の準夜帯で２ページに渡って書いてあった指示を新しいページの指示だけひろって前ペー 指示受けする際に前ページまで確認できていなかった。 夜勤帯で必ず指示を確認することに
ジの指示をひろえていなかったため、食事内容がＵＰ出来ていなかった。
なっていたが、出来ていなかった。
駆血帯をはずすのを忘れて８時間経過してしまった。
深夜勤務者が発見したが、準夜帯でも見ているが駆血帯まで気がつかなかった。２本駆血帯を使
用していた。
駆血帯を巻いたまま点滴を落とした。（ソルデム２００ｍｌ＋プロスタンディン３Ａ） 回診時前腕痛を 確認不足
訴えられ、駆血帯が巻いたままであることに気づく。末梢が暗紫色となる。（５０ｍｌ注入）直ちに駆
血帯を外した。痛みは軽減、皮膚色も戻る。
偶然廊下を歩いていたら、ドーンと大きな音がしたため、訪室すると、児がベッドから転落して泣い ベッド柵に対する説明が不十分であった。
ていた。音を聞いた医師もおり訪室し診察された。気分が悪くなるようであればすぐに知らせて欲
しいと医師から親へ話をした。両親ともベッドサイドにいたが、目を離してしまっていたとのこと、
ベッド柵は上がっておらず、ベッドの上はおもちゃで散らかっていた。両親には目を離すときには
ベッド柵を一番上まで上げるよう説明した。
靴を履かす時に患者の爪がはがれているのを発見する
観察不足
訓練室の中を移動中、左側方向へ方向転換をしてプラットホームへと移動しようとした際、右膝を 見守り歩行の患者であるが、バランスを崩した際に、患者を支えられる位置にセラピストが立って
屈曲した状態でバランスを崩し転倒した。右顔面と肩を床に打ちつけた。顔面挫創あり，止血、ＶＳ いなかったのが問題である。
異常なく、ＸーＰも骨折などの所見なかった。
訓練中に車いすより転落。顔面挫傷。
監視不十分。家族への説明不足。
傾眠傾向、容態が悪化してきている状態で、入眠中だったが，朝の点滴回りの際、ベット柵を2本 患者の容態の変化の判断の誤り
にした。直後、同室者からＮＣあり，訪室するとベットサイドの床に倒れていた。便がしたくてベット
から降りようとしたらふらついたと。オーバーテーブルに後頭部を打ったが，外傷はなかった。便失
禁していた。ベット柵を4本としてモニター、センサー装着した。
傾眠傾向であったため抑制せずに観察していたが、急に体動が激しくなり、末梢ラインを自己抜去 痴呆、意識障害があり傾眠傾向であったため抑制は行っていなかった。
したと付き添っていた夫が知らせてきた。
傾眠状態であったが、時々，手を動かす動作見られていた。訪室を頻繁にしていたが、マーゲン 患者の意識状態にムラがあるので、状態に合わせた対応が不十分であった。
チューブを自己抜去していた。
傾眠中、車椅子へ誘導後ナースステーションで過ごされる。 スリッパをはいてなかったため、ス 目が届かないときには、安全ベルトをすべきだったが、大丈夫と思ってしまった。
リッパをとりに行った間に立ち上がり、しりもちをついた。
兄弟２人が小児科外来へ予防接種に来た。兄は日本脳炎で弟は三種混合ワクチンであった。が 兄弟が同じ日に同じ医師に予防接種で受診した 問診票の名前を３人とも確認していない カル
間違って兄に三種混合をしてしまった。母親が外来受付けにいる事務員に問診票を渡したが、そ テにはさんであるとその患者の物と思いこんでしまう 医師が自分で薬剤を準備していない
の時カルテに入れ間違い、診察室に持っていった。医師は母親付き添いで一人ずつ診察し、問診
表をみて母親に確認して注射した。注射薬は看護師が準備し、看護師は問診票の色で確認して
準備し問診票の確認はしていなかった。注射後、母子手帳に記入するときに間違いに気が付い
た。問診票は薬剤のパッケージの色と同じ用紙の色に統一去れている。
兄妹で入院している。母親がベッドから降り、妹のオムツ交換をしているとき、兄が母を追ってベッ ベッド柵が上げられていなかった。兄妹で入院している場合、一人の世話をしているとき、もう一人
ドから転落。児は転落後すぐに泣き意識レベル低下なし。ベッド柵は上げられていなかった。Drに が目を離され転落の危険が高いことを母親へ説明不足であった。
報告し、診察され特には問題ないとのこと。
形成外科医師がコマンド2を使用時にドリル先が破損したことに気がついた。 患者は全身麻酔下 機器の要因による 不可抗力
であった。 ドリル先の破損を知り、医師は直ちにドリル先の捜索を行い発見した。 破片の遺残
がないように観察し術野の十分な洗浄を行なった。
経過観察のため病室内を巡回中、うつ伏せになった患者さんいた。 枕に顔を埋めた状態で窒息 患者はときどき体を硬直させることがある。その際に体の向きが変わったものと考えられる。
の危険性があると判断をした。枕の位置を変えると共に体位変換を行った。
経管、経口哺乳を実施している患者の栄養量が13ml/回であったが、20ml/回哺乳してしまった。 哺乳量が20ml/回と思いこんでしまい、哺乳した。思いこみだけでなく確認しなかった。他の児が調
深夜勤務中３回哺乳した。自分では気ずかず主治医が気ずいた。
子悪くそちらに気がいっていたことも、１つの要因である。睡眠不足であった。
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深夜帯のカルテチェックの徹底。 指示受けする際の｝印の統一。
訴える事のできない患者さまを看護するのにより注意が必要である事の再認識。処置後身体の
チェック・物品のチェック確認をすることの検討
注射の手順の再確認。
入院時にしっかりとベッド柵の説明・必要性を説明する。 ベッド柵が上がっていないのを見つけた
ら注意を促す

細目に爪きりを行う
転倒防止マニュアルの遵守を指導した
訓練時の対応強化
観察強化，転倒予防対策強化を指導

危険防止のため体幹、両上肢の抑制をさせて頂いた。
状態にあった対応をプランするよう指導。
目が届かないときには、安全ベルトをするか他のスタッフに声かけを必ず行う。
すべての場所で確認

オムツ交換や着替えなどする際には、母親もベッドの中に入りベッド柵を必ず上まで上げて行うよ
うにすることを伝えた。患児から目を離すときは必ず柵を上まで上げてもらう。
毎回ドリル使用時には破損がないか確認する。 破損があれば直ちに医師に報告し発見に努め
る。
横になったときに枕に鼻・口があたらないように枕の位置を工夫する。頻回の巡回が必要である。
勤務前にカルテから指示や情報収集し、哺乳量の確認を行い、検温板に記入し実施前にも再確
認する。
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具体的内容
背景・要因
経管・経口栄養剤（缶）を哺乳瓶に指示量を移す際に缶内部より黒い異物が哺乳瓶に入るのを目 メーカー側：製造会社の製造管理及び品質管理の問題点。当科：職員の事故防止教育。調乳室
で確認できたため、作業を中止し異物を取り出し保管し報告す。早急に薬剤課長へ連絡を取り、 の環境整備
同じロットナンバーの在庫の使用を中止し、メーカーが回収交換を行う。異物が何か判断できず、
メーカーに調査依頼し報告書の提出を求めた。後日、調査報告書をいただく。今回未然に防ぐこと
ができ、患者様への影響はない。
経管からの内服薬注入後ルートをクランプしなかった
知識不足
経管チューブにて３食注入食を摂っているが 眠前に右手でチューブを自抜きしている所を発見す チューブ不快であった為抜去したとの事
る
経管栄養、マーゲンの接続部が完全に閉まってなく栄養(ライフロン等)が２５ｍｌ逆流してしまった。 確認不足
経管栄養が開始になった患者様。以前より、徘徊、不穏などあり、夜間にドルミカム＋ＮＳ１００ｍｌ ＭａーＴ挿入初日の出来事。ドルミカム使用中の抜去なので、違和感から抜去したと思われる｡留
使用し、30分間隔で訪室していたがその間にＭａーＴを自己抜去していた。
置か都度挿入か検討。
経管栄養が終わってから、ギャッジアップ６０度にしていたら、頭がベッドの足側の方向に向いた状 両手首抑制と体幹抑制の両方をすることは知っていたが、体幹抑制することを忘れてしまってい
態でベッドの下に落ちていた。経管栄養中は、両手首抑制と体幹抑制をしなくてはいけないとこ
た。（ギャッジアップする為、体幹抑制を外していた。）
ろ、両手首しか抑制しなかった。そして経管栄養が終わり、別の看護師が両手首を外した。体幹抑
制をしておけば、ベッドから転落することはなかった。
経管栄養が終了する時間になったので訪室すると、患者が胃管を事故抜去していた。
ライン類に触れている様子は、見られていなかったため、事故抜去の可能性については低いと
思っていた。
経管栄養チューブが少し抜けかけているのに気付かず、注入していた。医師の回診時に発見され 業務手順の無視
た。
経管栄養チューブの固定が緩み抜去される。
痰がらみがひどく頻回にチューブに触れる事が多い。
経管栄養チューブの自己抜去されたのを発見する。
夜間不穏になるため抑制していたがはずしている。
経管栄養チューブより粉末状にしたイスコチン300ｍｇ（朝1回）を投与すべきところ、処方の切り換 システム上 （医師）・現在は前回と同薬同量（ｄｏ処方）の処方ならば、問題なく行えるが、発生の
えの際100ｍｇ（朝1回）と異なった入力がなされ、そのまま100ｍｇを投与してしまった。受持ち看護 時にコンピュータの切り換え後の時期で、前回の処方が記憶されていなかった。 （看護師）・粉末
師が転床サマリーを記入しようと薬を確認した際に、オーダーが無いのにイスコチン量が変化して 状のため、1回量は1つの袋に入って形状が同じなのでｍｇ数が異なっても見分けがつきにくい。
いることを発見した。
又、薬袋の前にプリントされる薬剤名と単位量は、1回量が異なっても同じになってしまうので発見
しにくい。
経管栄養チューブ自己抜去予防に家人作製のミトンを使用していた所、患者本人がミントを外し、 ・アルツハイマー痴呆あり、認知能力に欠ける。 ・ミントが抜けやすいものであったこと。
チューブを抜いてしまった。深夜での見回り時に発見した。肺炎を起こす可能性があった。
経管栄養で1日2回（朝、夕）注入中の患者。3人の患者の注入食を準備する際に、確認を怠り他 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
の患者と同様に準備をした。注入する前に処置板を確認し、朝夕のみであることに気が付いた。 点
経管栄養で注入中に患者の体位がずり落ちて口腔より注入食と喀痰様を流出していた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
経管栄養と胃瘻の接続部が外れてしまった。患者が手で払ったため。
チューブを患者様の邪魔にならない場所にするなど考えるべきだった。
経管栄養と内服薬（注入）を準備する段階で、他患者の経管栄養と内服薬をセットした。 施行者 確認手順の怠り
は経管栄養の氏名を確認したが、内服を確認せず注入した。
経管栄養にて経腸施行時にルートをポンプにつなぎ忘れ、クランプが全開のまま200ｍｌが1時間 ポンプの設定にたいしての確認を行ったが、ルートの確認を怠った。
以内に全量落ちてしまいました。患者さんは腹痛等の腹部症状はみられなかった。
経管栄養のアイソカルとＣＺ－Ｈｉを間違えてしまった。
同じカップなので確認不足であった。
経管栄養のイルリボトルを天井から吊り下がったフックに掛けるとイルリボトルが針金でできたボト ボトルホルダーの針金の溶接がとれていた。繰り返し使用するうちに溶接部分が弱くなっていたも
ルホルダーから抜け落ちた。ベッドの上に落ちたが患者の身体にはあたらず、内容物が患者にか のと思われる。
かってしまった。
経管栄養のクリニミール400mlを本来４時間で注入するよう指示があり、注入ポンプへ時間入力、 業務手順・ルール、チェックの問題
ポンプの操作確認、開始後の確認が出来ていなかった
チューブのセッティングした。この時「カチッ！」という音の確認をしていなかった。注入ボタンを押し
落下の確認が出来たと思いその場を離れた。しかし、実際はセット不十分で約1時間で注入が終
了していた。 患者さんへの影響は、嘔吐、嘔吐による誤嚥、血圧上昇などの起こる可能性あり
経管栄養のため、胃管を１カ月以上挿入している患者。以前にも数回胃管を自己抜去おり、抑制
やミトンをしていたが、理解力がある患者なので胃管の必要性を看護師が患者に説明し理解をし
ていると判断した看護師は、抑制等をしていなかった。事故当日、巡視に行った看護師が胃管を
抜去して手に持っているのを発見した。

改善策
メーカー側：作業員に混合溶解作業時の作業手順に関する再教育を実施し、作業の徹底をはか
る。充填前フィルター、ノブルフィルターの点検及びその記録について重要性を再認識させる教育
を行う。缶洗浄装置の確認作業の重要性を教育し的確に実施するよう指導する。充填室の環境を
適正に保つために、整理整頓の徹底、不要物のチェックと排除、作業服の着用状態の適正化及
び確認方法について再確認する。当科：経管・経口栄養剤及び調乳などの製造において異物混
入など安全・衛生に関し細心の注意を払い提供できるよう周知徹底した。
注入の服薬の場合には、胃管の有無と意味を確認する
チューブ類が患者にとっては不快なものであることを認識し右手の動き激しくなってきていることな
どから 自抜きする可能性があることを予測しておくことが必要である
再確認、事故につながるかの追求思考
ＭａーＴに手をのばすと作動するようにウーゴ君を設置した
両手首・体幹抑制の両方をしなくてはいけないことはわかっていたが、体幹抑制することを忘れて
しまっていた。そのため忘れないように患者様の元へ来たら、必ず注意書きを見て確認してから患
者様に関わるようにする。
経管栄養剤注入中は頻回に訪室し、観察を行う。
注入食の開始前にマニュアルに添って胃液の逆流を確認することを再徹底
テープがはがれてきたら直ぐに知らせてと指導する事。
各勤務の抑制の確認をする事。
新しい薬袋（前面）に記入されるものは、薬名とその単位容量であり、特に粉末状にした薬である
ときには注意が必要であることを改めて共有した。

家人が作製したミントはやめて、市販の脱げにくいミントに変更した。
・準備の際は処置版の確認をまず行う。 ・ベッドサイドに食事時間の表示をする。
手順の見直し、チェック体制の見直しをした
危険の予測をして事前に防ぐように対策をとる。
ルール遵守の徹底
ポンプの設定だけではなく、適切なルートで接続されているか全体的に確認をし、丁寧にゆっくりと
確認することだと思います。
カップに入れる前と入れた後の確認をしっかりする。
針金が取れかけていたら、速やかに修理を行う。そのまま放置しない。
セッティング時の手順の確認 ポンプ開始後5分間は状況を観察する事

以上の指導を行った

看護師は、患者に理解力があるため、胃管の必要性を説明し理解していると思い、抑制等は行わ 看護師は、患者に胃管の必要性を繰り返し説明し、不快感があっても自己抜去しないよう説明す
なかった。患者は、用がなくてもナースコールをし、看護師の手を握って離さないなどの様子があ る。看護師は必要時は、患者に説明した上で最低限の抑制やミトンをする。医師は、患者に不必
り、精神的に不安定な様子があったが、看護師はそれに気付いていながら、訪室の回数を増や 要な苦痛を与えない処置を行う必要がある。
す、側にいる、再度胃管の必要性を説明するなどを行わなかった。長期に渡る胃管挿入の不快感
を患者は我慢できなかった。主治医は、胃瘻の適応があると、他の医師から指摘されていながら、
胃瘻の検討をせずに経管栄養を続けていた。
経管栄養のためイルリボトルをベッドサイドの点滴スタンドに吊るした。ルートを栄養ポンプにセッ 栄養ポンプはヘッドレストに取り付けてあったが、架台のネジが緩んでいたものと思われる。前日 栄養ポンプは比較的重く、落下すると危険である。万が一のことを考えヘッドレストではなく点滴ス
トしようと器械に触れたところ、栄養ポンプがベッド上に落ちた。患者の身体には当たらなかった。 に家族室で母親と外泊するため栄養ポンプをはずして持っていっていた。当日の15時すぎに病室 タンドに設置し直す。
に戻り栄養ポンプを取り付けたものだが、固定がしっかりできていなかったと思われる。
経管栄養のために訪床するとＮＧーＴが抜去されているのを発見した。
観察不足
危険行動があればミトンを装着する。
経管栄養のプロトコールを実施時１２時ー１４時３０分 ２５０ｍｌを１２時ー１７時と思い込み、ゆっく 確認不足
指示シートとプロトコールの内容をしっかり確認して実施する。
り落としてしまった。準夜帯に指摘され気付いた。
経管栄養の患者 中止だったが与えてしまった。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 伝達、連携の徹底
経管栄養の患者に指示量の変更に伴う提供量の間違い
教育不足
教育
経管栄養の患者の内服薬をそれぞれのカップにあけていた。不注意で二人の患者の薬を混ぜて 薬の名前と、カップの名前の確認を怠った。
与薬のときの名前確認をしっかり行なう。
しまった。破棄し、新しいものを与薬した。
経管栄養の指示が、コンピューターの入力とＩＣＵ指示チャートで、内容が異なっていた。
多忙の為、通常の確認作業を怠った。思い込みが発生した。
投与前必ず、確認する。
経管栄養の注入が中止となった時に、内服薬の事を忘れ、注入しなかった。
栄養のことばかりに気を取られ、内服薬のことに気付けなかった。
医師の指示を確認してから施行しようと思った指示も、タイムスケジュール（自分のメモ）に記載す
る。
経管栄養の滴下確認のため病室を訪室すると残り１００ｍｌのところでマーゲンチューブを自己抜 瀕回の観察を怠った
瀕回の訪室をして観察を行なう
去されていた
経管栄養を1日2回（朝、夕）注入している患者。他の患者のお昼の注入食を準備する際、その患 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・処置版を必ず確認し注入食の準備をする。
者の注入食も準備し実施してしまった。注入開始後同僚看護師が気づきすぐに中止した。
点
経管栄養をしている患者の見回りのため、看護助手が訪室すると、右側のベッド柵の一本がはず ・グリップの固定をベッド柵にしたこと
・グリップの固定はベッド柵でなくベッド本体にする。
れていた。ミトンを使用している患者で、ミトンのひもをベッド柵にしばってあり、両手を活発に動か
す患者であったため、力が加わりベッド柵がはずれてしまったと考えられる。
経管栄養を行うため手がチューブに届かないように抑制を行いラインの位置も手から届きにくいよ 観察不足 体が斜めになり手が届いてしまった。
体も動かないように枕などで支える。 頻回に訪床し観察する。
うにして経管栄養を開始した。経管栄養が終了する頃と思い訪床するとチューブが抜去されてい
た。
経管栄養を行う際に指示シートを確認して施行した。指示シートはプロトコール通りであったが手 指示シートと手書きの指示書の両方で運用している。
指示書と指示シートを照らし合わせて実施する。違いがある時は必ず医師に確認してから実施す
書きに指示書は異になっていた。その事に気付かずにプロトコールのままで施行した。
る。
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具体的内容
経管栄養を行っている患者様。夕分は薬も家族が行っていた。定期の薬は2週間分処方されてお
り、クラビットの内服が追加処方されていた。再度クラビットが追加処方になった為、その日の担当
看護師が家族に説明したと懲り、夕の薬袋の中にある薬を「これは何ですか？｣と聞かれた。薬袋
の中には、定期の薬に追加のクラビットがセットされた物が残っていた。家族は夕の薬は２袋と聞
いており、クラビットが追加されていたことを聞いていなかった。そのため、定期の薬のみを注入し
ていた。クラビットのセットしてある薬は注入されていなかった事が分かった。朝と昼は看護師が
行っていたため注入されていた。
経管栄養を行なっている患者に夕薬を与薬しようとして他のスタッフとその患者名のチェックをし
た。薬を経管用の注射器につめたがそのまま向かいのベッドの違う患者に与薬してしまった。その
場にいた違うスタッフに指摘され気がつきすぐに薬を吸引した。
経管栄養を自室で注入中。終わった頃を見計らって訪室するとMTを半分くらい自己抜去されてい
た。注入は終了している。
経管栄養を注入しなければならない患者様の経管栄養を行うのを忘れてしまった。他の看護師が
栄養剤が余っているのをおかしいと思いミスが見つかった。時間をずらして予定量を注入した。
経管栄養を注入中にＮＧーＴを自己抜去してしまった。左手麻痺であり、右手は抑制をしていたが
身体をよじり抜いた。
経管栄養開始となった。MS挿入にもかなり抵抗し、痴呆があり、NCP立案し24ｈミトン使用し予防し
ていたが、夜間ミトン使用していたが、MSチューブ自己抜去してしまった。

背景・要因
看護師は薬が追加になったことを家族に説明していなかった。看護師は薬が再度追加されるま
で、薬が注入されていないことに気づかなかった。看護師と家族のコミュニケーション不足。医師
から家族への説明が無い。薬剤師からの服薬指導がされていない。定期の薬に追加の薬がセッ
トしてあった。追加の処方箋はあったが、サイン表が無かった。粉砕された薬であり、薬の内容が
分かりづらかった。追加や至急処方になると表示がないので間違いやすい。家族は夕方に来るこ
とが多かった。家族に誰が伝えるか決まっていない。経管栄養の患者様の薬の管理の統一が無
い。薬の家族指導の仕方。
患者の薬をスタッフ２人でチェック後、患者に与薬を行なうまで相手のスタッフが見届けていない。
経管栄養の患者が多く、薬を溶解することに時間がかかるため、一人の患者が内服を終了するま
で見届けずに 次の患者の与薬をしているのが現状である。
・経管栄養注入中の観察の問題

改善策
粉砕の薬に印字してもらうよう薬局へ働きかける。 経管栄養の患者様の薬の管理マニュアルを
見直し、統一する。 家族へは指示を受けた担当看護師が家族へ説明する。 家族管理の場合の
確認の仕方を決め統一していく

一人、一人の患者に確実に与薬が終わるまで相手のスタッフが確実に見届ける。 患者に与薬す
る途中で他患の薬の確認をしない。

経管栄養を経鼻より注入中はスタッフの目の届く場所で注入を行う．車椅子に移乗し、センターで
見守る。
確認不足 他の人がやっているだろうという思い込み 自分が行うべき業務を把握で来ていなかっ 看護師間で声をかけ連携を図っていく。 自分自身の業務は何を責任を持ってすべきかもう一度
た。
考える。
観察不足
抑制を行う時は効果的にしっかり行う。

患者は痴呆があり理解できていない状態であった。ミトン使用しても何度も顔に手を持っていけば ミトン使用続行し、見廻り時チューブ位置確認。
MSチューブに触れひかっけてMSチューブを抜去する事は可能であると思える。抜去の方法に対
する予測不足。
経管栄養患者のボトルを他の患者の名前の記入されたものを使いまわした 内容は間違いなかっ ボトルの使いまわし
個人の容器使用
た
経管栄養患者の薬を準備時に、A氏の与薬ｹｰｽにB氏の与薬が準備されているのに気づき、薬を 内服薬の管理を複数患者の与薬ケースを廃止したが、経管栄養薬の注入は改善できてなかっ
複数患者の与薬ケースの廃止。管理薬は１患者１ネット袋で管理し、担当看護師が投与する。
入れ直し注入した。
た。
経管栄養剤で内容は全く同じものをしている2名の患者に対し、名前違いで注入してしまった。患 経管栄養の患者が多かったときであった。医療保険型の療養病棟にて医療行為が多い上介護度 スタッフの配置体制の見直しを検討中。
者のベットサイドでの確認を忘れてしまった。
が高く業務が煩雑。
経管栄養食の患者様の食事を付け忘れた。
忙しくて確認を怠った為
食札と一覧を１人１人確認する。
経管栄養痴呆症患者が準夜勤帯の経管栄養終了後、抑制の甘い右手でＭチューブを自己抜去 患者観察、適正な抑制の問題点
患者の行動に合わせた、必要最小限の効果的な抑制の検討と各種処置前の確認。
した。患者への影響なし。
経管栄養中の患者、４回／日血糖測定をしその結果でインスリン使用している。朝食事注入前の 経管栄養中の患者が４人居られるので、早く注入を開始しようと気持ちがあせり、血糖測定を忘れ ・他の看護師と業務分担をする ・深夜勤務の看護師と早出勤務の看護師のコミュニケーションを
血糖測定を忘れそのまま注入を開始した。結果BSが３１６になり医師へ報告後インスリンHR４単 てしまった。
良く する。
位実施した
経管栄養中の患者。本日バルーン抜去、トイレへ移行。その後経管チューブの固定外れやすい状 患者の理解が不十分であった。患者に分かるような説明ではなかった。抜けかけているのに、患 毎日固定テープを決まった時間に交換することとする。固定方法の工夫をする。
態であった。やりなおそうとテープを取りに行った。患者はトイレを済ませベッドサイドに座っている 者を体動させてしまった。毎回固定テープの交換がされていない。
と臥床時はコールを押すこと説明しコールを渡した。再度訪室するまで5分ほどしか時間はたって
いなかった。訪室するとベッドに横になっている状態で、経管チューブはほとんど抜けてしまってい
た。患者に聞くと支えきれずチューブがひっかかり抜けてしまったと。経管栄養中であったが患者
はむせなどは無かった。すぐ抜去し医師へ報告した。
経管栄養中止の患者に経管栄養をしてしまった。ホワイトボードの中止の字に気づかなかった。 患者の状態把握ができていない。 ベッドネームのところに禁食の札をかけていない。
中止の指示が出たときはホワイトボードを消す。 ベッドネームのところに禁食の札をかける。 情
報収集の強化を課題を出した。
経管栄養注入時CZ-H1 1Pの人にアイソカル2K 1Pを注入してしまった。
注入時に氏名・内容量を記入した一覧表を持参していたが見ていなかった。 一覧表の記入が黒 一覧表で確認しながら注入する。 商品ごとに色分けして一覧表に記入する。
字だけなので見やすいように検討する。
経管栄養注入前にＢＳチェックの指示があったことを忘れ、チェックせずに注入した。
確認不足
ＢＳチェックがある方の再確認をする
経管栄養注入中、訪室するとＮＧーＴ抜けていた。２０分前に訪室した時は両上肢を抑制しており 経管栄養注入のためベッドをギャッジアップしたため、抑制した両上肢がＮＧーＴに届いてしまっ 両上肢の位置に気をつけ頻回に観察する。
異常はなかった。
た。
経管栄養注入中に、胃管と経管栄養チューブの接続が外れてしまい約200ml分投与できなかっ
患者の体動等考慮した固定が、確実に出来ていなかった。 ライン管理として接続部の接続不良 接続部が安易に外れない工夫や、患者の運動範囲など考慮した固定の検討。
た。
等の観察が出来ていなかった。
経管栄養目的で胃管が挿入されている患者。車椅子に乗車しながら昼食注入後、２０分後看護師 胃管を鼻と頬に、テープで固定していたが、固定の位置や方法が甘かった。手がチューブに引っ 固定方法の工夫、テープの変更。固定がきちんとされているかを、食事前に確認する。経管栄養
が訪室した時、胃管を手に持っているのを発見した。胃管の先端から濃厚流動食が流出してお
かかってしまった可能性がある。医師や看護師が患者に対して、チューブ挿入の必要性と重要性 用のチューブの位置を確認する。患者が手を動かしても、手が引っかからないようにする。医師、
り、病衣等に汚染があった。経管栄養注入中に、自分で胃管を抜去したものと思われる。
を十分に理解していなかった。
看護師が患者に対して、チューブ挿入の必要性と重要性を繰り返し説明する。
経管栄養目的で胃管を挿入している患者。１９時の巡視の際には、夕食の注入は終了していた。 看護師Ａは、食事の注入が終わっている為抑制は必要ないと考えた。患者は高齢で理解力の低 看護師は、患者に胃管の目的と必要性を根気よく説明する。看護師は、胃管が抜去された場合、
通常健側の右手にミトンをしているが、それをはずしていたが、食事の注入が終わっているため、 下もあることから、胃管挿入による苦痛を我慢できなかった.患者は、肺炎により喀痰のからみが 患者にどのような影響を与えるかをよく考え、必要な場合は抑制を行う。
看護師はそのままはずした状態で過ごしていた。就寝前の定時の巡視に行った看護師Ａが、胃管 あり吸引を看護スタッフによりされていた。そのことも、咽頭不快を増強する因子となった。看護師
が自己抜去されているのを見つけた。
Ａは、患者の左半身が麻痺していることから、胃管を左側に固定していたが、抑制等を施行してい
ないため、胃管に手が届いた。結果、自己抜去されてしまった。看護師Ａは、患者を抑制すること
に抵抗感があった。看護師Ａは、患者が胃管を自己抜去した場合、再挿入されることの身体的、
精神的、経済的苦痛を考慮しなかった.
経管栄養量を日にち間違いで翌日の指示量を注入してしまった。報告し、指示量に基づき実施し 深夜勤務者からの送りを聞き、オーダーの確認もせず聞いたとおりで実施した。思い込みであっ オーダーの確認を確実に行うべきであった。
た。
た。
経験２６年目の看護師が夕食の配膳中、５９歳の男性患者が転倒したと同室者よりのナースコー １転棟当日で環境の変化があった ２認知症があり、眠剤を服用中 ３腹部膨満があり、長時間の １座位時椅子の工夫（背のある椅子使用） ２環境整備 ３訪室回数の増加
ルを受け、訪室、意識清明、ベッドに介助し打撲部確認するが異常認めず当直医師、師長に報告 姿勢保持困難があった
の後経過観察とす
経験年数１６年７ヶ月の看護師が、採血検査を午前９：３０頃比較的落ち着いていた処置室で、定 左正中・橈骨正中静脈に適した血管触診できず、拍動にて動脈部位確認後、今までの経験より安 知識・技術不足。・解剖の再勉強を行なう。技術（血管が出にくい時）の習得。血管を怒張させる方
期血液検査のため２１Ｇ採血針と真空採血管使用し、左尺側正中静脈にて施行する。針挿入時、 易に尺側静脈を選択してしまった。（知識・技術不足） 採血針の選択は、血管が比較的太く、血 法：使用予定の上肢を身体より低く保つ。駆血帯を巻き、静脈圧を上昇させ、患者にクレンチング
激痛及びしびれ等変わった様子なし。患者にて圧迫止血（時間は不明）後、針刺入上部に３ｃｍ程 液の流出がよく採血時の溶血が起りにくく、血球破壊しないように選択した。（使用物品の選択） をしてもらう。手首から肘のほうへ前腕をマッサージする。人差し指と中指で血管を軽くたたく。温
度の腫脹・熱感出現する。患者の自覚症状は左上肢だるさあり。直に左上肢挙上し圧迫後、主治 実施場所である処置室は、人員の確保もできており、落ち着いていた。（心理状況）
めたタオルなどで、血管を温める。血管が怒張しない場合：駆血帯を巻きなおす。その場合、うっ
医報告・診察する。しばらく部位の状態確認し変化なし。再度主治医診察後、モーラス貼用指示に
血や検査値への影響を考慮し、２分間以上の間をおいてから行なう。血管への穿刺確認が難しい
て施行する。１６：００頃自宅に電話連絡し状態確認を行なう。何か変化時には連絡してもらうよう
真空採血針での穿刺は断念する。注射器を用いた採血や、血管確保の逆流がより確認しやす
説明し、カルテを夜間注射にあげ看護師に申し送る。次回受診時に今回の情報が伝わるようシグ
い、翼状針を使った採血に切り換える。採血可能な血管がない場合は、動脈採血・中心静脈採血
ナルに明記する。
など、別の方法を考慮する必要がある。採血後の腫脹・痛みの強い時の対処方法。・痛みの原因
を考える：針刺入部からの、皮下出血による局所の腫脹。採血時の、近傍の神経損傷。（皮下出
血・腫脹を伴はない）採血部位の局所の感染。（発赤・圧痛の確認）・皮下出血の原因を考える：採
血時に、必要以上に太い針を使用した。切れの悪い針を使用した。血管を穿通し、複数の穴を
作ってしまった。駆血帯をつけたまま針を抜去した。針抜去後の局所圧迫止血が不十分だった。
患者が血液凝固障害・止血機能障害を有する。
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具体的内容
経験年数２７年のA技師は、注腸検査後のフィルムを保管する袋と検査レポートを記入した際、女
性のFに〇を付けないといけないのに名前がＡ氏だったので男性と思い込み男性のMに〇を付け
てしまった。注腸検査を施行したのは、別のB技師だった。 一方、現像されたフィルムを確認した
別のC技師は、間違って記入されたフィルムの袋と検査レポートへの記載を検査を施行したB技師
が記入したものと思い、撮影したB技師が患者の性別を 「間違うはずは無い。」と思い込み、正し
く女性と登録されていたフィルム上の情報を男性に訂正して診察場に廻してしまった。 診察場の
医師は、呼び込んだ患者が女性なので他人のフィルムではないかと心配になり、技師に確認しに
来られた。
経口挿管、人工呼吸器装着中であったが意識レベルクリアーであったため抑制せずに経過観察し
ていた。翌日、患者の同意を得て念のため両上肢のみ抑制帯を施行。夕刻にベッドサイドに行くと
挿管チューブを引っぱっており半分ほど抜けていた。
経口挿管中薬剤使用にて鎮静、吸痰刺激・体交時払いのける動作があり、右手のみ抑制してい
たが目を離した数分の間に自己抜管した。血液ガス分析の結果酸素カニューラ吸入で様子観察と
なる 。
経腸栄養の注入薬の入れ忘れが無いか確認していた看護師がＡ氏の翌朝の薬が入ってないこと
に気付く。担当看護師は薬箱の名前は確認したが何時の分なのか確認していなかった為、翌朝
の薬を夕方注入してしまった。
経腸栄養剤ラコール（コーヒーフレーバ）のところ、ラコール（ミルクフレーバ）で調剤してしまった。
病棟看護師により発見され、事前に交換できた。
経尿道的腫瘍切除術時、ガス滅菌した後のカメラ切除鏡組み立て式外筒を袋から出し、使おうと
したら凝固した血液が付着していて、使用出来なかった。
経尿道的前立腺切除術後、膀胱灌流中の患者の灌流液（生理食塩水）の交換が遅れ、灌流が不
良となった。
経尿道的前立腺切除術後３日目であった。本来であれば抗生剤内服開始されるが前日に発熱が
見られ抗生剤の点滴が続けてあった。しかし内服中止のシグナルがどこにもなく内服してしまう。
他のＮＳに指摘され事故に気付く。
経尿道的前立腺切除術後膀胱灌流中の患者が、２１時ごろ、下腹部緊満・圧痛訴え、尿量の増加
も見られないため、看護師の独断で膀胱洗浄を行った。
経皮肺生検の報告内容に誤りがあった。患者の転院に伴い、病理報告を再確認したため、幸いア
クシデントにはならなかった。

背景・要因
改善策
間違った情報をフィルム袋と検査レポートに記載したのはA技師の思い込み。 C技師はフィルム 患者情報の転記・登録を行なうときには、必ず照射録・所見用紙等との対比を確実に行なう。 ま
上の患者情報とフィルム袋・検査レポートの記載の違いに気付いたが、何故違うのか確認せず一 た患者情報の記載されたフィルム・ラベル・フィルム袋・検査レポートなどで何か一つでも異なった
方的にフィルム上の正しい情報を思い込みで訂正した。
情報に気付いたら、カルテ・照射録等で必ず再確認を行なうように話し合い改善することとした。

患者管理上での危険認識に問題があった。意識レベルクリアーであっても挿管している場合は抵 意識レベルが良くても、挿管している場合はナースコールを握らせ、抑制帯とメガホングローブの
抗感があり抜く行動は予測される。抑制帯のみで体幹抑制の使用はしていないため手が届いた。 装着を考慮する。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

看護師管理の配薬と経腸栄養患者の増加。 当日はシーツ交換があり業務が煩雑だった。 当事 薬箱は正面から見て確認して薬を取り出す。 １人分ずつ薬箱を持ち上げて名前等を確認する。
者本人の配薬の経験不足と認識不足。
同じ製剤の異なるフレーバを単なる思い違いにより調剤してしまった。比較的軽微な間違いでは
あるが、気のゆるみが原因であることに問題がある。
前回使用時の洗浄の確認がされていなかった。

手術後のカテーテル管理に対する認識不足

6852
6853

頚椎術後の患者さま。 レントゲンの依頼書に「頚部ＣＴ」のところを「頭部ＣＴ」と記載した。
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間違いについて薬剤部内の朝礼で報告し、あらためて注意喚起する。
洗浄確認を行っておくこと。

灌流液の交換時刻の予測を立てられなかった。訪室の頻度が少なかった。看護記録記載に懸命 個人的に泌尿器科看護の学習を薦める。新人看護師学習会の検討。
になっていた。
指示変更時の対応が悪かった。指示を受けたＮＳは責任を持って指示を受け指示の確認を行って 指示変更時の指示受け方法を統一していく。
いく必要有り

１）標本番号と病理報告を記入すべきパソコン画面が正しく照合していなかった。 ２）病理報告シ
ステムが導入されていない。 ３）現状のAcessによる自作システムは保守・点検が難しく誤動作も
見られる。
経鼻胃管による経管栄養中の患者で、経鼻胃管の自己抜去がしばしばあったため、注入食施行 抑制などの行動制限は可能な限り避けなければならないが、患者の安全確保のためやむをえな
中だけは上肢抑制することとしていた。当日は抑制せずに注入食注入を施行し注入中に自己抜 い場合は定めたとおりに行わなければならない。複数の看護師、看護補助者が看護、介護にか
去があったが、誤嚥による肺炎の発症などの病状増悪はなかった。
かわる場合は申し送りなどを十分に行い情報の共有を強化する必要がある。
経鼻栄養チューブ留置されていたが、5時30分訪室時に抜去されていた。前日まで、両手ミトンを 本人の理解不足。
使用されていたが、その日はされていなかった。
経鼻押管中で、ロヒプノールの鎮静中、5時から入眠していた。５時５５分モニターが乱れたので訪 術後不穏状態の患者の管理体制の問題点
室すると、挿管チューブと胃管チューブを自己抜管していた。すぐにジャクソンリースで換気し、医
師により際挿管された。
経鼻経管栄養であるが、肺炎のため食止めになっている患者に別患者の経管栄養剤を注入し
一般食の患者には食止め表示があるが、経管栄養の患者にはその表示がなされていなかった。
た。
警官栄養チューブがはずれた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 確認を怠った
軽度の痴呆症がある患者、転倒危険度は？。夜間覚醒時にベッドアップのスイッチが床に落ちて 患者は、歩行練習中であり、睡眠薬を服用しているためボーっとした状態であった。また、緩下剤
いたのでそれを拾った。それがきっかけで便失禁をしてしまった。便失禁後自分ひとりでパンツタイ を服用していた。ベッドアップのスイッチが床に落ちていたのは、準看護師の環境整備不足。患者
プのオムツを交換しようとして、ベッドから降りて反対側のロッカーに行こうとし、滑って転倒した。 が自分の転倒危険度を理解していなかった。看護師やＰＴの指導不足、説明不足。患者は軽い痴
物音音で気づいた循環越しが床にしりもちをついた状態で座り込んでいる患者を発見した。
呆症はあるが、ベッドから降りようとすることがほとんどないため、準看護師は患者が一人でベッド
から降りる危険性が頭になかった.
軽度の痴呆症と体動困難がある患者。就寝前には睡眠薬を服用している。物音で訪室した看護 患者は全身状態が不良で、体動困難があり、睡眠薬によりボーっとした状態だった。睡眠薬が効
師が、床頭台の前に座っている患者を発見した。床頭台は扉が外れていた。患者にどうしたのか きすぎている可能性がある。患者が自分のＡＤＬを認識できていないこと。看護スタッフから説明は
と看護師が聞くと、トイレに行こうとしたとのこと。転落の状況の詳細は不明。
しているが、軽度の痴呆症があり理解するのが困難。患者は、転倒危険度が？と高く、転倒しや
すい状態だった。
軽度の痴呆症のある患者。右大腿骨頚部骨折で人工骨頭置換術を施行してリハビリの段階だ
患者が痴呆症から来る見当識障害があること。患者は、下肢の筋力が低下しており、転倒転落の
が、自力歩行は出来ない状態。睡眠剤を服用して入眠。カーテンが開く音で準看護師が訪室する 危険度は？と高い状態だった。ベッド柵の隙間が広かった。ベッド柵の隙間が広いことに対し、看
と、患者が下着を脱いだ状態でベッド下にいた。トイレに行こうとして、患者がベッド柵の隙間の約 護スタッフは特別な対策を取っていなかった。看護スタッフが患者の排泄パターンの把握とそれに
５０センチメートルの間から降りたと話される。
合った援助を行っていない。
軽度痴呆、自立歩行困難な患者がベッド柵をはずし、ベッドから少し離れたところで転倒していた。 歩行しないように注意しても理解しない。何か目的があったようだが不明。
歩いた原因を聞いても怒り出すだけだった。打撲による腰痛のみ。
頚髄損傷の為長期臥床を強いられ、ＯＰＥ後離床したがその後頻回にてんかん発作疑いの意識 観察不足患者要因
消失・転倒を繰り返していた。最近では、監視下でウォーカー歩行されるようになり意識消失も少
なくなっていたので、廊下側のベッドで寝ている患者様の気分転換にと談話室に連れて行き座ら
せ１人では立位にならないよう注意しておいた。その後しばらくは頻回に様子を伺うようにし、異常
のない事を確認していたが他病室に他の看護師の手伝いに行った所、物音・他患者様の声がし
て、談話室に行ってみると患者様が倒れていた。左額部より出血していてＤｒにて包交、頚ＸーＰ、
頭ＣＴ撮影に異常はなかった。本人もレベルクリア、気分不快なくてんかん発作の疑いは低かっ
た。
頚椎２R撮影のため病棟より看護師1名付き添いで車椅子にのってきた。 患者の体格、頚部コ 患者の背中が立位撮影装置につけたまま下げたこと。 丸椅子に座らせたので不安定で意図的
ルセット、車椅子から判断して１名応援をたのんで２名で撮影にあたった。 車椅子から丸椅子に に背中をつけていたという間違った判断。
座らせる椅子が不安定な丸椅子であったこと。
患者を移動させ座位にて立位撮影装置で撮影しようとした。 そのとき患者の両足が麻痺状態に ジャージがのびた。拘束帯がなかった。
車椅子のまま撮れなかった。（背もたれ部分が折りた
あることに気づき、丸椅子からの転倒の可能性を感じ、患者の前に回り、ポジショニングをした。丸 ためる車椅子なら背もたれ部を折りたたんでそのまま撮影できた。）
患者が全介助必要の患
椅子に座らせ最後に立位撮影装置の位置を下げた時、患者の背中もすべりバランスを崩して私 者という申し送りができていなかった。 （看護師との意思伝達不足）
撮影直前まで看護師を
のほうへくずれた。とっさに支えたがジャージのズボンが伸びて床に軽くしりもちをつかしてしまっ 付かせていなかったこと。
た。
頚椎牽引開始後に牽引帯が外れたと患者様より声が聞こえ確認に行くと頚椎牽引帯が断裂して 器具の管理・点検の不足
いた。

6840

主治医とコンタクトをはかり、患者の鎮静状態の報告及び必要な指示の再確認の徹底 処置など
施行後、患者の観察を行い異常がないことを確認後その場を離れる

うっかりしていた。
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個人学習の進め。病棟看護手順の遵守。病棟内学習会の計画。
１）パソコンで病理診断・所見を入力するとき、標本番号と画面が正しく一致しているかを確認す
る。 ２）正規の病理報告システムを導入する。 ３）病理医増員も検討すべきであろう（常勤2名の
現状ではダブルチェックは実施困難）。
看護師、看護補助者の間で当該患者様の注入食注入時のみ上肢抑制をきちんと行うよう、再度
周知徹底した。
家族の同意のもとに、ミトンによる抑制を行う。頻回に訪室し、観察を行う。
抑制帯を使用した。
経管栄養患者にも食止め表示をするようにした。
確認の徹底
看護スタッフは、患者の環境を整備する.。そのことが安全管理に繋がることを認識する。睡眠薬の
量と内容を医師と看護師、患者で検討する。不必要な薬剤投与はなるべく避けるようにしていく。Ｐ
Ｔ、および看護師は患者に対して自分のＡＤＬを把握できるように説明し、必要時は介助を受ける
よう指導していく。
医師と看護師、患者で睡眠薬の量と種類、また本当にそれが必要なのかを検討する。看護師、Ｐ
Ｔ、医師は、患者に対して転倒の危険性や自分の今のＡＤＬを繰り返し説明する。看護師は、患者
の排泄パターンを把握する。
痴呆症でＡＤＬが上がってきている患者に対しては、転倒転落予防策を確実に実行する。ベッド柵
の隙間はクッションやダンボール等で塞ぐ。看護スタッフは、患者の排泄パターンを把握してそれ
に合った援助を提供する。
頻回確認。
患者教育

もっと看護師さんと意思疎通をはかり、余裕をもった患者にたいする介助を図る。 丸椅子はた
びたび使用されるのでもっと安定のある撮影に支障がない椅子との交換。 頚椎撮影の時は車
椅子のまま撮影できるように背もたれが折りたためる車椅子の使用。

患者様に牽引をする直前に他の患者に実施しましたが、特に器具が破損するような兆候は認めら
れなかった。しかし牽引帯の使用開始から10年以上経過しており、破損する恐れはあった。今後
は機械器具の使用期間も考慮した上で点検業務をする必要がある。
患者の現在の状況を確認し、照らし合わせる。
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具体的内容
頚椎症性脊髄症もて椎弓形成術施行中であった。直接介助者のところに戻ってきた、使用してい
たケリソンパンチの先が歪んでいることに気がついた。術者に見せると、「（このまま）使えそうだ」
と言い、再び先の歪んだケリソンパンチを使用した。使用中、ケリソンパンチの先（１ｍｍ×２ｍｍ
程）が折れてしまい、折れた破片の行方がわからなかった。閉創前にレントゲン撮影を行うが、フィ
ルム上も破片を確認することができなかった。破片が小さく、術野を探すことが困難なこと、レント
ゲン上も確認できないこと、万一体内に残っていたとしても 害を与える素材、大きさではないこと
から、破片を発見できないまま閉創した。術後撮影したレントゲンにて、体内に破片の存在が確認
された。上記理由から再開創せず経過をみていくこととし、患者及び家族に説明をして了解を得
た。
頚部から胸部のＣＴ検査において、フィルム出力時縦隔条件の写真が左右反転していた。放射線
科部長の指摘により訂正して出力し直し、再提出した。
頚部硬膜外ブロック施行中、硬膜外確認のため抵抗消失法を本来生理食塩水を使用すべきとこ
ろ誤って、ハイホエタノールを混合させた疑いがあり硬膜外穿刺時の疼痛及び周りの医師の指摘
で判明した。ハイホエタノールは組織刺激性があり生理食塩水で希釈されていたとはいえ、組織
壊死・疼痛等が考えられる
鶏肉禁止の方に鶏肉の入った副菜を出してしまった。
欠食障害にて19時緊急入院。痴呆軽度あり、20時より持続点滴開始。夜間2時間毎点滴刺入部
等チェックする。翌朝6時異常なしだったが、1時間半後訪室時、病衣の右袖口の淡血性の汚染に
気付く。点滴側の腕を腕枕にしていた。スーパーキャスとAセットの持続部のゆるみあり、輸液と血
液がもれベッドパットまで汚染していた。本人からの訴えはなかった。
欠食中の患者の食札とおやつの食札とが入れ替わっていた。
結果の入れ違い
結果照会ができないと内科からの連絡で調べてみると出血・凝固時間は検査済みのものが入力
されていなかった。ＰＴ時間は遠心器の中に残っており測定されていなかった。 いずれも、担当者
不在の場合の対応処理の仕方の不徹底と至急検体とそうでないものとの区別が誤って認識され、
結果的に患者および診療側へ迷惑をかけてしまった。
結腸右半切除術後、硬膜外チューブ挿入中。日勤帯で硬膜外チューブの減りが悪く、背部の刺入
部を観察するも異常なし。夜勤者に申し送る。硬膜外チューブの接続部はずれを夜勤Nsが発見す
る。師長に報告する。
血圧２０９／７４ｍｍＨｇであったため朝食後の降血圧剤を早めに内服する。朝食後、再度同じ降
血圧剤を内服してしまった。Ｄｒ報告し安静にし、その後再検となった。
血圧が下がったため除水速度を0にしてそのまま40分経過してしまいました。

背景・要因
改善策
・器械の欠陥に気づいていながらも、使用を続けた。 破損する恐れのあることを、考えなかっ ・少しでも欠陥があると思われる器械は、術野に出さない、使わない。 ・代替品を、単品で用意す
た。（判断が甘かった。） 購入後間もないため、簡単に破損するとは思わなかった。 適当な代 ることを検討する。 ・メーカーに器械の素材、強度等の確認を依頼する。 ・体内残存の可能性が
替器械がなかった。 ・以前にも同じメーカーの器械が、術中に破損したことがあったが、その経験 高い場合、１方向のみのレントゲン撮影ではなく、何方向かに分けて 撮影して確認する。
が生かされて いなかった。 ・閉創前のレントゲンの撮影条件が悪く、レントゲンで気がつくことが
できなかった。

複数人の患者のフィルムを同時に作成していたため、間違いに気づかずにミスをしてしまった。

装置のシステム上、頭部検査のフィルムを作成後は必ずデフォルト状態に戻すことを徹底するこ
と。また、フィルム整理時に複数人でチェックし、十分に確認すること。
生理食塩水とハイホエタノールは共に無色透明の液体であり、トレイ上の位置を区別していたとは 消毒が終了したときは、一度トレイの上から消毒薬の危険性な薬物・物品は排除しトレイ上に間違
いえ、間違える可能性があったと考え、当事者の不注意であった。
いやすいものは置かない様に徹底する。
連絡を受けた後の処理を忘れた。
観察不足（軽度の痴呆があることを念頭におき観察の必要があった。）

変更チェック一覧表の、訂正変更欄を２人以上で最終チェックを行う。
観察を密に行う。患者の状態を把握し観察する。

業務手順確認
無意識
日常的に至急検体が多く、また、項目の変更および追加などの電話対応も多いことから、日常の
担当部署以外の至急検体への対応が遅れたり、忘れてしまうこともある。 担当者が不在の場合
の業務分担も明確でなかったと思われる。

名前の確認をする。
ダブルチェック
至急の有無に関わらず、提出された検体は可能な限り早く対応する。今後、遠心器の中など目の
行き届き難い場所などにより一層の注意を払う。 自分が受けて、処理した業務については各自
が結果報告まで責任を持って対応する。

硬膜外チューブ固定を細い部分にビニールテープを巻いて病衣にクリップで固定してあったため
テープとチューブが緩んでいた。そのため固定されていない状態だったので自然抜去に至った。

ビニールテープを巻いて病衣にクリップ固定するときは硬膜外チューブの細い部分ではなく、太い
部分で行う。

内服薬がワンドーズになっており、降血圧剤のみ取り出し内服した。残りの薬はナースが持ってお 残りの薬を食後に内服してもらうよう患者に説明し、患者のベッドサイドに置いておく。
り、患者への説明が不十分であった。
他の患者の警報もたくさん鳴っていて、そっちの対応をしようと、その場をすぐに離れてしまったの タイマーをかけるなり、他の人に伝えるなりしてからその場を離れるべきでした
が要因だと思います
血圧が低くて（解熱剤使用による一時的な事）朝の降圧剤を中止し、医師もコンピュータ上中止を 中止薬の取り扱い手順不備
中止薬の取り扱い手順の整備
かけたはずだったが、コンピュータ上中止となっていた内服が本日まで服用されていた。（残薬を
使用した為）薬が中止となったら薬局へ返却するべきだった。
血圧が低下傾向となり、ノルアドレナリンの持続点滴投与の濃度と速度の変更指示が出た。新しく タイマーに依存しすぎ、状態がやや悪化しており、重要な点滴であれば自分でも確実な観察を行 全ての物品を準備してから行う。緊急時であれば、応援を依頼する。
指示された注射剤が体内に投与されるまで、ライン内充填量分の注入時間を１分とし、従来の点 えるようにしていくべきである。
滴と併用して、変更指示されたノルアドレナリンも投与を開始、その後体内注入後、従来の点滴を
中止する予定であった。しかし、タイマーをセットする時間がやや遅れてしまった為、５０秒でセット
するつもりが、５０分でセットしてしまった。その為２分間気づかず併用し注入してしまった為血圧が
上昇しすぎた。
血圧の変動によってイノバンの微注入量の調整指示が出ていた。前勤務者より血圧が低目であ ・情報収集エラー ・指示内容の不理解
・情報収集方法の工夫 ・患者の病状と指示内容を関連づけた思考の育成
つたため指示の２ｍｌを増加したと申しおくられた。その後も血圧が低目であったが指示の量を増
加しなかった。
血圧下降し、補液を入れた後、コッヘルのかけ方が不十分で生食パック内の空気が動脈ライン側 確認不足。
逆流やもれの有無等確認する。確実な手技で行う。
に混入してしまった。
血圧測定、左手背、左手関節擦傷内出血ありて湿布処置施行
ナースコールが手元になかった。取ろうとしたが届かず。準備不足によるものである
手元にナースコールを置く様にする
血圧低下がありアルブミネートの指示が出た。ＫＮ１Ａ点滴が入っているラインから点滴をしたが前 知識不足 マニュアルを熟知していなかった。
経験したことのないことはマニュアルを確認して行う。
後に生理食塩液を流してから行うように決められていたが行わずに点滴してしまった。
血圧等観察時ＰＣＡの残量を確認したところ減っていないことに気付き、確認すると、ＰＣＡと穿刺 業務手順確認
各勤務でＰＣＡが注入せれているか確認する
部の接続部分がはずれていた。閉めすぎが原因と考えられる。
血液がクロスマッチングのため 検査部に行きクロスマッチング終了後に血液箋を確認して結果 チェックが不十分 自己監査のやり方にも問題あり
自己監査を徹底する モチべーションの維持 払い出しの際クロス結果も読み合わせ確認する
の記入の有無をチェックしなければならなかったのにチェックを忘れてしまった 主試験副試験の
結果が未記入のまま 払い出ししてしまった 未記入に気付くたのは１０日後 係長が血液箋を
見て気付いた
血液ガスを採取した際、以前使用したものから新しくなっていたが、採取後のキャップの仕方をま はじめて使用するにもかかわらず、自分勝手に使用法を解釈したおごりがあった。また付き添った はじめて使う器具は必ず説明書を確認してから使用する。.
ちがってしまった。
看護師もはじめての使用であった。
血液が凝固した。
採血後、十分な転倒混和をしなかった。
十分（１０回くらい）転倒混和をおこなう。
血液を申し込む時に、別の患者のクロスマッチ用の検体を提出した。検査部からの指摘で気づい 冷蔵庫に入っていた検体の名前の確認不足
確認の徹底 不要な検体は速やかに処分する。
た。
血液一般、血液化学、ＢＮＰの検査指示が出ており、他のナースにＢＮＰのスピッツを確認し、他の 確認不足、連携不足。
特殊スピッツ以外にも必要なスピッツがあるかどうか、自分だけでなく他のナースとも確認し合って
スピッツを確かめなかった為、血液一般検査の採血を忘れた。
から行なう。余裕のあるときほど良く確かめ合う。
血液凝固検査の検体量が必要量の半分以下であったが、事前チェックから漏れて測定し、誤った 検体受付時と機器測定時に検体量のチェック漏れがあった。また、凝固検査初めて実施する患者 機器測定時の検体量チェックを特に入念にする。 また、当該病棟看護師長にも採血量の厳守を
データを送信した。 主治医より異常データとして確認の電話があり、検体をチェックしたところ量 検体であったため、機器の前回値チェックにかからず自動送信された。
お願いした。
不足による異常データと判明した。 （再採血した検体は基準範囲内であった。）
血液凝固分析機のキュベットセンサーが検知不能となり、検査が出来ない状態になりました。
分析機のトラブルを対処していた為、分析機故障の連絡が遅くなり、迅速報告に支障をきたした。 分析機トラブル時に対処不可能と判断した場合、速やかに内容を報告する。
血液型について、検査実施者による血液型の判定ミスならびに思い込みによるノート転記ミスおよ 確認不足による血液型の判定ミス
マニュアルを遵守し、確認作業の徹底を図る。
び判定印の確認ミスならびに第三者による報告書の付け合せ時の確認ミスとミスが重なり血液型
の判定を誤った。
血液型の検査において、結果報告間違い。本来の血液型Ｏ型→報告した型ＡＢ型。 血液型判定 ・時間外の検査で当直者一人で行うため当事者以外によるダブルチェックができない。 ・当事者 土日の当直者は一人で検査するので、月曜日に輸血部で再チェックの検査を行っている
用紙に作成するときに表検査と裏検査の血球を塗り間違い、反対の判定になった。翌日の輸血部 自身が再チェックできていなかった。
の再検査で間違いが判明し、正しい結果を報告した。
血液型結果の入力ミスをﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸ時、発見した。
入力後の確認が不足している。
検査入力後、声だし確認する。
血液型検査を施行したが、従来の検査をしても血液が凝集せず、血液がＲＨ（＋）か（ー）が判別で 検体量が足りなかった為、フィブリンの析出による影響の可能性が考えられる。患者の容態を考 検査結果がはっきりしない場合は、極力再検査をするようにする。 夜間一人での対応が不安な
きなかった。そして緊急の輸血が必要となったため、（＋）（ー）どちらにも対応可能なＲＨ（ー）のＭ 慮し、最低限の量しか採らなかった。
場合には電話連絡を経験の豊富な職員と密に取るようにする。
ＡＰを用意してもらった。後の検査では通常の判定ができ、ＲＨ＋であったことが判明した。
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具体的内容
血液型検査結果を画面入力する時、間違った結果を入力した。交差試験の検体が提出されて、血
液型判定を再度行った際に、ミスが分かった。検査結果は、まだ送られていなかったので正しい結
果を入力した。
血液検査 血液が凝固していたため検査不能であった。
血液検査ＢＮＰ採血の検体容器間違いをした。検査科より容器誤り指摘され発覚する。
血液検査のため採取したが、量が不足していて再採取を必要とした。
血液検査の機械で日付が０時を過ぎると「０００」としデーターをクリアしなければならないところ「０
０１」としてしまい、データーが消去できず違うデーターを打ち込んでしまった。
血液検査の結果で化学療法を実施と夜勤者から申送られる。（すでに点滴内容は指示されてい
る）他の患者様の検査につき戻ったとき医師はいなかった。検査結果も出ているので指示録を確
認すると書かれたままであったので、施行することになったと思い実施する。他のスタッフに確認し
たか聞かれ医師に報告する。白血球は低下しギリギリの値と言われた。
血液検査の検体が凝固していた 検査科で検査終了後に発見 再採血をして患者に苦痛を与え
た
血液検査漏れ
血液製剤２５０ミリリットルをＩＶＨから４時間で投与する指示が医師から出ていたが、看護師Ａの調
節不備で１時間で滴下した。点滴はメインルートが24時間持続、側管から血液製剤のほか１時間
に５０ミリリットル程度で滴下するものの２本だったため、小児用点滴セットを用いて、急速に入らな
いようにしていたときに発生した事故。
血液製剤の注射を注射伝票を渡さず薬剤のみ渡して注射室に申し送った。血液製剤はオーダに
入らない点滴で、医師が伝票記載する。
血液製剤を点滴中、各種処置がありその後カテーテル室へ移送。カテーテル室のナースが指示と
速度が違う事に気づいた。
血液製剤申込書で患者名を間違えて請求したもの。 請求内容と患者記録が相違しているため輸
血室技師が確認しミスを発見したため事故は発生しなかった。 病棟では、２人のカタカナ名が似
ていたためミスに気付かなかったもの。
血液製剤投与忘れ
血液透析が終了し、回収作業も終え、フェモラールカテーテルを処置する際、カテーテルにクラン
プせずに開放状態にしてしまい出血させてしまった。
血液透析回路のV側静脈圧回路が静脈圧センサーに接続されずに、隣の動脈圧センサーに接続
されており、透析終了まで静脈圧が検知されていなかった。
血液透析施行前に血圧下降予防目的で服用するドプス４Ｃを透析開始2時間25分後に服用。
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血液透析時、右ソケイ部からのフェモラールカテーテルの接続部がゆるみ、約３００ｍｌの出血が
あった。 ＨＧＢ６．９Ｍｇのため、ＭＡＰ４００ｍｌを輸血した。
血液透析中器械の作動状態が悪く、途中で終了した。
血液内科の医師から骨髄穿刺と生検（骨）が同一の容器に入って送られた。 容器には「穿刺」
「生検」と記載されていたが、臨床検査技師が「穿刺のみの検体」と勘違いし、骨髄穿刺のみの検
査を行い骨を廃棄してしまったもの。
血液培養から前日に鏡検で陰性桿菌と判定していたが、培養菌を陽性桿菌と判定してしまった。
前日と結果が違うので再検すべきだったが、再検し忘れ結果が出るのが遅くなってしまった。後日
再検、陰性桿菌で同定感受性検査を施行した。
血液培養とその他の採血があり数が多かった為、日勤の看護師に依頼し様と考え、検体容器を
別のところに置き、そのことを日勤の看護師に申し送るのを忘れて、そのまま実施されなかった。
抗生剤を使用する前にする予定が出来なかった
血液培養を行なうために採血をした。その後培地に入れるまでの間、針にキャップをせずに置い
ていた。介助についていた看護師が、その向こうの点滴ポンプを開始しようとして、その針に腕が
あたり針刺し事故となった。
血液保存用冷蔵庫の温度が１０℃に上がっていた。 管理ブザーは鳴っていなかった。 翌日は
正常に戻っていた。
血管拡張剤の外用薬の貼布時間の指示を、間違えた。
血管拡張薬である「プロレナール（プロスタグランディンＥ1誘導体）」の処方に、抗血小板薬の「ド
ルナー（プロスタサイクリンＰＧＩ2誘導体）」で調剤してしまい、また監査者もこれを発見できず払い
出してしまった。退院時処方であったため、服薬指導の担当薬剤師が間違いを発見し、事前に交
換した。
血管確保と同時に採血の指示があり介助についた 指示はFBSだったが耳血のスピッツに採血し
てしまった 採取後誤りに気づき医師に報告した FBSは次回採血時に採取すればよいとの指示
を得た
血管確保をした際、持っていったトレイの中を確認していなかったため、針を床に落としていた事に
気がつかなかった。他の看護師が清拭をした際に気がつき、指摘をうけた。
血管撮影室にて、小児循環器科の心カテＣＤへの患者様氏名記入間違い。午前中の担当者の記
入したメモを見間違い、カルテで漢字を確認するも「Ａ氏」を「Ｂ氏」と記入して提出してしまった｡後
日Ｄｒより指摘され訂正して再提出した｡
血管造影検査が９時に予約されていたが、放射線科のムンテラが前日に行うことができず、当日
の朝に行われる予定であり、ムンテラ後検査予定であったため指示待ちとなった。しかし、前日の
夜に急遽ムンテラがおこなわれ、当日予定通り９時に行われる事となったが、指示がなかった。気
になって、オーダー画面にて予約状況を再度確認し、医師へ聞いたことで、検査は予定通り行わ
れた。
血管造影検査の前処置のための下剤投与を行わなかった。
血管造影後、止血不良で圧迫しベッド上安静指示であった。夜間巡回時（２時間後）、ベッドサイド
に立位で立っている患者を発見した。すぐ臥床させ、穿刺部を観察した。穿刺部から出血が見られ
た。医師が診察し、再度圧迫し、安静について説明した。
血管造影前に点滴をつないだ。ソルデム１の指示であったが、ラクッテックをつないでいた。造影
検査室の看護師に引継ぎ時に指摘された。医師に報告し、ラクッテックで点滴続行した。

背景・要因
慣れによる問題点
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 看護師の知識不足
採血に関する教育
血液検査に必要な量が理解されていない教育の問題

改善策
血液型判定はマニュアルに添って２人でチェックを徹底する。

業務手順の確認

教育の徹底、業務手順の確認
何の検査、どの容器で採血するのか把握する。
手術室において行われる血液検査は大体決まった内容であるので最低限採血の量などは全員が
わかっているように再度指導する。
機器の取り扱い確認を十分にする。

新人等の院内事故防止教育の問題点 確認不足 思い込み

確認の遵守 医師指示録の記載の検討

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

検体管理を徹底 管理方法の再強化

チェックの仕組みの問題
申し送り時、夜勤Ns、日勤Nsが一緒に確認
看護師Ａの調節不十分。９時３０分に看護師Ａが点滴を開始してから、リーダー看護師Ｂが巡視に 看護師は点滴速度を確実に調節する。専用の機械を用いるなどして、自分の勘や経験に頼らな
行った１０時３０分までの間に、訪室した看護師Ｃは、滴下速度に関心を払わなかった。
い速度調節をする。担当看護師以外の看護師も、訪室した時には点滴の滴下速度に十分注意を
払うよう、看護師間で申し合わせを行う。
・確認不足（カルテと注射伝） ・注射伝票の転記

・転記はしない

カテーテル室に移送の際、確認と申し送りを行わなかった。

ルールの厳守。

チェックの仕組みの問題点

ダブルチェックの励行を徹底した。

指示票の確認不十分で情報用紙に記入していなかった
当事者の手技、知識、経験が未熟だったために起こったと考えられる。また、注意力散漫だったと
考えられる。
血液回路を組み上げた時点で恐らく間違っていたと思われるが、始業点検、透析開始直後の技
士チェック、等をすり抜け、透析中のモニタリングでも気がつかれずにいたと思われる。
透析の指示欄、過去の処置欄共に「ドプス4C内服（可能）」とあり、”可能”の文字があることと、患
者様の血圧が高値であったことの二つから過去服用していないと判断、思い込み、周囲に確認せ
ず服用しないで透析開始。開始後看護師から指摘を受け内服してもらう。血圧の大きな変動はな
し。
接続の不備および確認不足

指示票の頻回の確認
きちんとした手技、知識の向上、行動する前に作業内容を考えてから行う。

耐久年度はオーバーしていることは、技師は理解していた。
チェックの仕組みの問題
思い込み 不注意 体調悪く的確な判断できず

血液回路設定時の確認をする。ミラクル21のモニタリングシステムを活用し、定時的に技士が機
器の動作状態を監視。その日の透析患者の条件、指示等の表にチェックを入れていく。
指示、処置共に確実に実施するもの、実施したものに対しては”可能”という紛らわしい表現をや
める。少しでも疑わしい事項は他のスタッフに確認する。
１ 接続後の確認をダブルで行う ２ 透析開始後のチェック項目の中にカテーテル接続部の確
認も入れる ３ 毎朝のミーティング時、注意を喚起する。
予算委員会へ申請中で購入の検討中
・穿刺と生検の容器を分ける。 ・依頼書の「穿刺」と「生検」のチェックを確実に行う。 ・受付時に
依頼書と容器の中身を確認する。
一人出勤であるにもかかわらず、体調を崩したことが正確な判断を欠いたので、体調管理を万全
にすべきである。

・血液培養の検査に不慣れであった事 ・日勤の看護師に申し送りをしなかったこと ・血液培養に ・自己学習により血液培養について学ぶ ・日勤に引き継ぐ場合のシステムを病棟内で検討する
ついての認識不足
処置のはじめに血液培養用の採血を行い、そのままその他の検査検体を採取し、続いて点滴ポ 作業の途中でも、針などの扱いには十分注意し、（針の置き方など）ひとつひとつの作業を確実に
ンプに継ぐという複数の作業を同時に行なったことが原因と考える。
行なう。
医療機器保守・管理の問題点

整備点検を徹底する。

他の業務をしていて忘れてしまった。最終確認も行わなかった。
・広義に同じ薬効の薬同士であったため思い込みにより間違ってしまった ・調剤者、監査者とも
に集中力を欠いていた

業務の最終確認は必ず行う。
・調剤棚の両薬剤の設置場所を離れた位置に移した ・表示を改めた（従来の薬品名だけの表示
から、調剤者の注意を喚起するよう薬効も併記する表示方法へ変更した）

指示をしっかり確認せず思いこんでいた 他の患者の予薬に気を取られている面があった 又、 必ず指示を確認し、自分が思いこみをしていないか振り返る ２つのことを同時進行しないよう他
当患者は緊急入院ですぐに外出することになっていたためすぐにやらなければいけないことが他 の助けを得るようにする
にもあったため慌てていた
ケアレスミス
最後に使用した針の確認を行う。
当事者の思い込みで間違いが発生。

確認の強化

指示がなかったことが原因と思われる。

医師と看護師の連携を密にし、指示を確実におこなう

夜勤業務の役割分担の不徹底が原因。
患者・家族への説明 巡回時間の適正

夜勤の役割分担の確認強化。
巡回時間の見直し

オーダリング・ダブルチェック体制がなかった。

薬剤投与前、指示確認をダブルでする。
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具体的内容
背景・要因
改善策
血管造影予定の患者。検査当日、ノボリン３０Ｒの定期注射ではなく、ヒューマリンＲのスケールを 思い込みがあり、指示簿を充分に見直さなかったので、声に出して薬品名、量、時間、方法、名前 薬の知識だけではなく、常に患者がどのような状態にあるかを頭に入れておき、実施する処置が
使う予定であった。１１時３０分頃、血糖測定を行い高値であったため、指示簿でスケールを確認し を確認しなかった。インスリンのスケールはあまり行ったことがなかったので、慣れていなかった。 間違っていないか考えながら行動するよう指導した。
たが、ノボリン３０Ｒ定期注射の指示を見ていた。すぐに見間違えと気付き、確認したが、薬品名を 知識不足、経験不足による。
確認せずノボリン３０Ｒであると思い込んでしまった。注射施行後、再度指示簿を確認、間違いに
気付いた。患者に異常はなかった。
血気胸にてトロッカー挿入直後、１１００ml廃液あり、血圧低下にて輸液の速度を上げた結果、輸 申し送りミス。
口答指示の場合、必ず指示票に鉛筆書きにして後日、医師に記載してもらうよう手順の徹底と経
液がなくなり、当直医に口答指示にて ST３500ml ヴィーンF500ml施行。口答指示で受けた輸液
過記録を徹底する
を記録せず、日勤リーダーにも報告しなかったため、日勤リーダーも主治医も知らず、日勤帯に
L500ml+約束処方指示にて施行。指示票では輸液1000mlのところ2000ml入っていた。発見時、状
態が変わらず、経過観察となる。
血型検査と本人の血液型が違っていた。
業務手順・ルールチェックの仕組みの問題点
確認の徹底
血算の検査結果に疑問があると医師より連絡あり。検体を調べたところ凝固があり、そのため誤っ 結果チェックの問題
前回値の自動チェックの実施。
た結果を報告していたことがわかった。
血小板２０単位を時間、８０mlで注入の指示があり、医師と担当ナースで確認後セッティングし開 毛布とか寝具で視野が狭くなり、時間にも追われ焦って行ってしまった。接続していると思い、ス 焦らず行っていく。確認し、投与後は観察を怠らない。
始したが、先端をラインに接続しなかった為ベッド上にこぼしてしまった。
タートしてしまった。
血小板２０単位指示のところ、１０単位施行済みの時点で終了と思いこみ、残り１０単位が未施行 申し送りの段階で、現在施行分で終了と思いこみ確認業務を怠った。
複数分割して施行する製剤については、その旨タグを付して払い出す。
であった。
血小板の指示が指示簿の見にくいところに書いてあり、その指示を日勤、準夜帯で見落とす。児 指示簿の指示が見にくい場所にあった。思い込んだ。
新たな指示がでているときは、マークをつけたりして残っている指示を目立たせる。
の母に今日血小板輸注予定である事を伝えられ血小板輸注されたいないことわかる。
血小板減少の患者様。前回受診時、血小板低下あり凝集の有無を確認し院内で末血と血糖のス 異常値報告に関してのマニュアルはあるが、自己判断で報告しなかった点は個人的な見解があっ マニュアルの徹底。疑問な点は、確認する姿勢を持つ。
ピッツで再検した。やはり純粋に血小板が低いと判断されたが、外来主治医の判断で経過観察し たようである。しかし、カルテ上記録を他職種も積極的に記載したり、医師のカルテ記録等を見る
ていた。その後更に徐々に低下。患者宅へ連絡し検査予定であった。(この間外来主治医の変更 などの姿勢が必要。
あり）来院時再度同検査のオーダーあり。医師は血小板凝集があるのかないのか再度判断のた
め至急のオーダーをしたが、検査室では前回データーと変わりないので、Drへ報告せず。患者様
の状態に変化（出血など）なかった。
血小板輸血を、○／２２午前中に２０単位施行、という 指示の確認漏れがあり、手術室で、主治 病棟から、大腿骨頸部骨折の為に、○/21の14時に転棟 申し送りの、時点で指示の漏れがあっ 何人もの、看護師が、関わっていなら、指示簿を確認する 作業が、確実に行われなかった。今後
医がきずき、輸血は、手術室で行われ、手術は無事に終了した
た。しかし当日までの、時間内に確認が不十分であった
は、指示簿を十分に 確認を行うことが、必要である。
血小板輸血を開始した。1時間後に3方活栓の接続部からはずれていた。チューブを変えて、接続 接続の確認不足
接続をしかっりと行う。また、患者の動きが激しかったりする場合は、テープでの固定をする。
を再度やり直しした。
血清アンモニア値が高値で、不穏状態の患者であった。看護師がベットサイドを離れた隙にIVHを ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。
・IVHルート固定の工夫。 ・医師とカンファレンスを持ち、身体拘束を考慮する。
自己抜去された。訪室した医師が発見した。
血沈の検査を行うために、クエン酸ナトリウム0.4ｍｌを注射器に吸った。その注射器で採血しよう訪 経験の無い処置であったにもかかわらず、先輩看護師に指導を受けずに、自分の思い込みで施 指示した看護師が新人看護師に対して、血沈の検査の経験があるか確認をして、指示をする必要
床しかけたところを、上司に注意を受け、未然に防いだ。
行しようとした。
があった。
血沈の値が転記ミスにより違う値を報告した（プリンターの表示があるがノートに転記していた）
転記ミス
転記しない
血糖、尿糖採血予定で、食抜きの予定であったが、食事を摂取してしまった。前日、食抜きの説明 説明不足およびルール軽視。
高齢者ではありがちなので配膳中止とする。（マニュアルあり。）
および食抜きのカードも渡していた。当日の早朝にも説明をするが、理解が乏しかったためか 食
事をよけておかなかったため、摂取してしまった。
血糖１６７mg/dlでインスリンの補正指示が有り、皮下注射のところ静脈注射をした。
口頭指示を受け、ＩＣＵでは静脈注射の補正が多いため静脈注射をした。施行後指示簿の確認を 指示が出た時点で補正の方法を医師と看護師で復唱し確認を徹底する。
したところ皮下注射になっており、指示が出た時点で注射方法を医師と看護師が確認をしなかっ
た。
血糖３３ｍｇ／ｄｌで救急外来に低血糖で受診された患者様に５０％ブドウ糖静脈注射を施行した。 うっかり忘れ
指示を受けたことはすぐに行う。すぐに行わない場合はメモなどに残し忘れないようにする。 患者
施行後２７１ｍｇ／ｄｌに回復し医師から食事をとるようにとの指示があったが患者様と家族に説明
の病状などを考えて行動する。
し忘れたために食事をせず再度血糖が１０３ｍｇ／ｄｌまで低下してしまいすぐに食事をしてもらっ
た。
血糖コント-ルが不十分にもかかわらず、外出許可確認をしないで、外出させてしまつた。
患者の病織不足と美容院の予約のある事に対する仕事優先の気持ち
医師と連携を密にする
血糖スピッツ採血を末血スピッツで提出してしまった。 中勤で翌日ターゲスのオーダーあり。ス
・検査準備から提出するまでのマニュアルを作る ・確認方法の認識不足。個々の受けとめ方の ・検査準備～提出までのマニュアル作成 ・検体準備時の方法と指呼確認の統一 ・検体準備～
ピッツにラベルを貼り検体の準備を行った。その後、別の中勤者も確認し、夜勤者2人も確認をす あいまいさ
提出まで一人のNsが実施する
るが、氏名や時間などのラベルのみで検体容器そのものの確認がされなかった。朝食前のFBS採
血時も末血の容器にラベルが貼られていることに気づかず採血される。検査部提出時もダブル
チェックしていたが検体容器の確認がされないまま提出された。朝食後2ｈ値の採血時に準備して
ある検体容器の間違いに気づいた。グルコスターのBSチェックも同様に行っていたが、確実なター
ゲスのデータがとれないことにつながってしまった。
血糖チェックが終了になっていたが、カーデックスを書き換えるの忘れており、測定をしてしまっ
ケアレスミス
オーダー変更の際には、カーデックスも一緒にチェックする
た。
血糖チェックで血糖を測定しインシュリン注射する時、チェック表を見たが思い込みで２単位少なく チェック表など覚えていると思ってしまっている事柄は確認することをおこたっている部分があると １回１回きちんと血糖値とチェック表を見ること
注射してしまった
思う
血糖チェックの指示の実施を依頼したが、 それが実行されずまたチェックも忘れた。
情報の伝達、連携の問題
チェック表、情報伝達ボードへの記載の徹底と 実施の確認。
血糖チェックをし、インスリンをしなければならないところ忘れてしまい、夜間補正した。
日勤と準夜の引きつぎで煩雑化しており、血糖チェックの伝票だけを持っていたため忘れてしまっ 基本通り血糖チェック後すぐに結果と指示を比較して実施する。
た。
血糖と尿糖検査実施予定のところ、血糖しか検査してなかった。 検査伝票にデータを記入しよう カルテには血糖測定のみの記載しかなく、尿糖測定は、検査伝票にしか記載がなかった。
業務前にリーダーとの申し送りを十分行う。 前の勤務者に確認する。
とした時に気付いた。
血糖の検査で値がスケールオーバーしていたため０であった。再検しても０だったため結果として 認識不足
稀釈しないとデーターが出ないほど、高値であったが、認識すべきであった。
報告。翌日主治医より指摘あり１０倍に稀釈しデーター測定しなおし。
血糖の日内変動の採血を行っている患者が２名あった。採血を行って全部が揃うまで保管してい ２人の患者を行っているという認識はあった。保管を間違えないように置こうという意識に欠けた。 患者２名の検査がある場合には、間違える可能性を意識して確認するよう指導。
たが、患者名を入れ違えて採血スピッツを保管してしまったため、再検することになった。
保管ケースの名前を確認する作業が不十分だった。
血糖結果が３９mg/dlのため患者に自覚症状を確認したところ、異常がなかったため再検した。再 血糖値と生化？は検査値入力を手入力で行っている。検査値入力の際、コンピューターに異常表 考えられない異常値の場合再検する。データ的におかしいとおもったら再検する。機械の異常の
検で結果の間違いに気づく。
示がされない。
定期点検を行う。
血糖検査のケアスケジュールがあったが、施行をするのを忘れてしまった
看護師の不注意
確認をしっかり行う
血糖検査の結果が、データーが簡易測定と差が大きく、再検し値が違っていた。
測定試薬の不足。試薬量を確認しないまま、検査を行った。試薬量をチェックするセンサーがつい 朝、試薬量のチェックを行う際に、十分な量にしておく。試薬が見やすいような位置にする。
ていない。
血糖検査の伝票にチェックがなく未採血となる。
業務手順の確認
採血、指示項目の確認を日勤、深夜帯に行う。項目を思い込みで見ず、作成しない。
血糖検査指示が出ていたが、処置を忘れた。担当医師に報告し検査時間を変更。
指定時間に他の患者処置が入り、忘れてしまった。
緊急処置後の通常業務へ移行について確認作業の徹底。 血糖検査時間の見直しを検討。
血糖検査測定の後インシュリン注射をし忘れた。
血糖値が106とやや低めだった為、確認後施行するつもりが忘れてしまった。
受け持ちナースは業務スケジュールを把握し、伝票票での確認も一緒に行っていく。
血糖採血の値でインシュリンの投与指示があったが、見落とし投与しなかった。
指示の見落とし。 リーダーナースへ検査結果値の報告をしなかった。 知識不足。
通常良く行われている検査項目の正常値は、早めに理解出来るよう学習する。 業務ルールの徹
底。
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具体的内容
背景・要因
改善策
血糖測定が毎食前と就寝時に指示があったが、午後2時過ぎに昼食前の測定を忘れていたことに 深夜勤務者より４検の指示を申し送りを受けたが、忘れてしまった。前日、入院した患者様で他ス 新しい患者の指示が出たときは、自分だけでなく、当日スタッフと共有する。見落とされる可能性が
気付く。
タッフは指示を知らなかった。血糖患者のデータを記入するファイルがあり当患者のページもあっ あるときは、見出しを目立たせたりページの位置も手前に持ってくる。看護者だけでなく、患者にも
たが、自分で測定にくる患者の次のページで見落とされ易かった。患者は理解力があるが、患者 検査について理解を促し、患者自身も管理するように意識づけを図る。食堂の患者の場所に血糖
側からの申し出はなかった。
測定が済んでいるかの紙を患者了解のもと貼る。
血糖測定が毎食前必要な患者がいたが、昼食前に血糖測定を行うのを忘れてしまった。準夜勤 毎勤務で申し送りを受けた後はワークシートから時間処置は○を打ってメモをしていたにもかかわ 訪室時などもワークシートを一つ一つ確認をする。 看護師間で血糖測定時間になったら、声をか
者が昼の血糖値を尋ねてきた際未実施だったことに気がつく。夕食前血糖は２６５ｍｇ/ｄｌにて高 らず忘れてしまっていた。
けあう。
値だった。
血糖測定が予定されていたが、昼前測定を忘れ実施できなかった。患者より測定していないことを 休憩に入るまえであり、血糖測定があることを忘れてしまった。
休憩前に自分の業務の振り返ることが必要。振り返りした後申し送りを確実に行う。
言われ気がついた。
血糖測定しＳＳ法でｲﾝｼｭﾘﾝ注射をするが、必要ない数値であるのに注射をしてしまった
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ＳＳ法の場合記号を間違えない。必ず他の看護師と確認する
血糖測定しインシュリン補正の患者が、造影のCTがあり昼食なしを、不穏の他の患者のことをし 作業の中断、他のことに気をとられていた。
ベットサイドに検査カードをさげ確認する。
たあと、欠食であることを忘れてインシュリン補正してしまった。
血糖測定とログ補正の指示があったが、ログ補正（ヒューマログ４単位の実施）をしなかった。 血 食後の配薬時に誤りを発見した。
食前に薬の有無を確認する事を徹底する。
糖値２７９で医師に報告し様子観察となった。
血糖測定の指示があり測定をした。その後スライディングスケールに基づいてインスリンを２単位 確認不足
指示シートをよく確認する。 Ｗチェック者も責任をもってチェックする。
皮下注射した。日勤看護師に申し送りをしている時に朝のみは定量にインスリンを与薬する事に
気付き、不足分の６単位を追加した。
血糖測定の指示を見落とし昼食前の血糖測定をしなかった。
確認忘れ
指示書をしっかり確認する。
血糖測定の指示拾い忘れ
指示を再確認しなかった
実施前の確認の習慣
血糖測定を１日３回しており、ノボリン５０Ｒを朝２０単位、夕６単位を定注している患者。血糖自己 忘れていた。確認漏れ。
時間的な処置に関しては忘れないための工夫をする。患者へ看護師が時間どおりに来室できな
測定しているため、声かけだけをしている。６時４０分頃、患者から「血糖１２０」と報告を受けた。イ
い場合、対処についても説明しておく。勤務終了時には処置の確認をする習慣をつけること。
ンスリン注射を打つのはまだ早かったので、患者と食事の３０分前に打つことを約束し退室した。
病棟に食事が届いてからインスリン注射を行おうと思っていたが、他の患者の食事セットと配薬に
気を取られてインスリン注射のことを忘れてしまった。患者に質問され発覚。医師に報告、ノボリン
５０Ｒ１０単位注射することとなった。患者に自覚症状なく経過した。
血糖測定を行いヒューマリンＲ４単位を食前３０分前に皮下注射しなければならなかったが、血糖 患者への説明不足
食前にインスリン注射がある時は患者にその事を説明し、注射が終了するまで食事を摂取しない
測定後他患者様の処置を行ったために時間どおり行えなかった。配膳後に訪床すると患者は食
ように説明しておく。
事を半分ほど摂取されていた。その時点でヒューマリン皮下注射したが患者の状態に変化はな
かった。
血糖測定を実施し７０であったがスライディングがないと思い込んでいたため注射の指示を行わな 朝の忙しい時間帯であり、血糖測定も何人かいた中、あせっていたこともあり、スライディングがあ 深夜帯ゆっくりできるときに確認し、スライディングがある場合は事前にメモしておく
かった、次の日に他看護師より指摘をうける
るかどうかカルテの確認を怠ってしまった
血糖測定を忘れた。昼食後に測定した。
業務、労務体制上の問題。
業務内容を確認し、処置等は思い込み、確認ミスの無いようにする。 再確認が必要である。 医
師に報告をする。
血糖測定を忘れてしまった。次の検温に訪室した際、ワークシートを見て測定忘れに気がついた。 他の患者の血糖測定を行っており、その患者様だけ忘れてしまった。 血糖測定は同じ時間に処 ワークシートを必ず業務に入る前に確認する。 特別な処置がある場合には、メモを活用したり、
患者は絶食・持続点滴中。高血糖になってしまう可能性があった。医師へ報告し、様子観察となっ 置を行い、また短時間での間に行うため業務が多い。
目立つようにマーキングなどを行っておく。
た。
血糖測定を毎食前に行い、スライディングスケールによってインシュリンの注射を行っていた。定 血糖測定をしなければならない看護師が他のチームの看護師であったため、患者の状態の把握 注射処方箋は必要以外はファイルから外さないようにする。 また、外した場合は所定の場所に戻
期の注射処方箋を担当看護師が所定の場所に戻さなかったため、定期の時間の血糖測定とイン ができていなかった。 注射処方箋を所定の位置に戻していなかった。
すように基本的なルールを守る。 他のチームの看護師でも患者の情報を共有できるように連携
シュリンの注射が実施されなかった。次の血糖測定時間に気がつき医師へ報告、今の時間だけイ
を取っていく。
ンシュリンの注射をするよう指示を受けた。患者には特に著変は見られなかった。
血糖測定及び夕食前のインスリン注射を忘れており、１９：３０に気づき担当医師へ電話連絡した。 手術患者、化学療法中の患様のケア、検温などに追われてうっかり血糖測定を忘れてしまった。 定期的注射などの時間を確認し、必ず行える様自分自身の行動計画たてて忘れないよう心がけ
夕食後に定期ヒューマリンN3単位を施行する。血糖測定は２２：００は２００ｍｇ/ｄｌにて様子観察内 血糖測定を忘れたことにより、インスリンの注射も遅くなってしまった。
る。
だった。
血糖測定結果ｲﾝｼｭﾘﾝ注射の指示があったが、気づいた時には患者は食事をたべていた。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
血糖測定時、指示確認までを一連の流れとして定着させる 患者指導
血糖測定検査が1日３回指示があった。しかし、昼分の検査をし忘れた。
指示の伝票を確認しなかった。
確実な業務の遂行。受け持ち患者の状態と一日のスケジュールの把握。
血糖測定後、インスリンスケールにあわせ指示書を見ながらノボリンＲ10単位の準備を患者がし 患者の確認不足
患者の自己注射指導チェックの強化
た。注射前に看護師と患者が指示を確認し、ペンフィルＲ10単位であることに気づいた。正しい薬
剤に変更し注射した。
血糖測定後、キャップがベッド上に残留していた。体の下から出てきた。トレイは使用していた。
実施後片付け時の確認不足。
持参した物品が揃っているか確認して退室する。
血糖測定後、スライディングスケールでインシュリン指示があったが、注射をわすれていた。患者 不注意 確認不足
確認の徹底
に変化なかった。
血糖測定後、経管栄養を注入しようとベッドサイドに持って行き、リーダーへ血糖測定が終了して コミュニケーションエラー
情報伝達の手順を見直し、徹底。
いるのか確認せず食事のセッティング、食事介助、下膳を行っていました。本日シーツ交換という
事で訪室した日勤者によって注入されていない経管栄養を発見。現在血糖チェックのみでインシュ
リン投与を行っていない患者様ではあったが、定時に栄養が注入されない事により血糖値の異
常、脱水状態への可能性が考えられる。沢山の事を考えている時こそ、気をつけて声をかけてい
く。行き違いになったり、行き忘れがないように注意します。
血糖測定後、担当看護師が他の業務のためインシュリン施注できないため、受け持ちに代わって 薬剤が似ている。 注射施注時になって担当看護師が交替した
患者とともに指示を声だし確認する
インシュリンを８単位注射した。指示はペンフィルＲであったがノボリンＲを注射してしまった。注射
後、再度指示を確認して間違いに気づいた。
血糖測定後インスリンの皮下注射があったが他の業務を行っていたら配膳の時間になり配膳を 確認不足 他の業務を行った。
血糖測定をしたらすぐにインスリンの準備を行う。
行っていたらインスリンの注射を忘れてしまった。
血糖測定時間帯に、泌尿器科、整形外科医師が来棟しガーゼ交換を行った。患者入院とも重な ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・事前に準備を行い、自分が実施できない場合は、他のスタッフへ依頼する。・処置の漏れが無い
り、3名の血糖測定を忘れてしまった。14時のバイタルをコンピューター入力する際に気づき、指示 点。・業務、労働体制上の問題点。
ようメンバーがワークシートの確認を行うようにする。・医師へ回診時間を決めてもらい、処置が多
医へ報告した。その後3名の血糖測定を行い、様子観察となった。
い時間帯の回診は避ける。
血糖測定忘れ
他の業務を行っていて忘れた
ワークシートを適宜確認する
血糖値を測定したところ２５４であったため、カルテを充分確認せず以前の指示のままのヒーマリ カルテの確認不十分
その都度、カルテを十分にみて、本当に今現在の指示なのかというのを確認した上で実施していく
ンＲ２単位を皮下注射してしまった。新たな指示では３００以上で４単位打つ指示である。
月・水・金曜日隔日投与内服中のバクタ錠を患者が夕食後薬の準備をしている際、木曜日である 確認不足
自己管理能力が不十分な患者には、特に注意し、内服前に準備した分を薬袋と照らし合せて確認
のに誤って準備しているのに気付かず内服させてしまった。 内服後薬袋と残数の確認時に誤り
する。 隔日投与の内服薬は十分に確認を行う。
に気付き、当直医に報告し、明日以降は通常通り内服していくこととなり、様子観察となった。患者
に変化は見られなかった。
月経停止目的で内服薬処方し診察時いつから服用するか説明はしたが処方箋にそのことを記載 業務手順の確認
特別な内服法については処方箋にコメントを必ず入れる。医師だけでなく看護師も確認する。
しなかったため院外薬局より本日から服用するよう説明があり服用してしまった。次の日注射に来
院し発覚する。
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具体的内容
倦怠感著明で身のおき所なく起き上がる、足を下ろす、頭の方向を変えるなどくり返していた。ソセ
ゴン入りの点滴など施行していた。テレビで監視していたが、１時引継ぎ中座っているのを目にし、
１時５分画面から消えていた。ベッドサイドに座っているの発見、ベッドに戻す。打ち身はないと本
人うなずく。左前腕１ヵ所皮下出血あるがいつのものかわからず。
健康管理センターで二次健診まで契約している企業の検診者。カルテを使用せず検査施行予定
だったが 、当日その申し送りがされておらずカルテを作成し会計が発生した。患者に領収書をも
らい返金した。
健康管理センターで名前を呼び資料をみせ確認したが本人しっかり返事するので採血する。次の
場所へ移動の時資料を持参させようとすると隣の人が、これは僕とその時違うのにきずく。
健康管理センターの胃部レントゲン検査の部屋で、２人の受診者よりロッカーの鍵を預かり、逆に
返してしまった。 受診者（当院職員）よりの指摘で分かった。 すぐに交換したため、他の人にロッ
カーを開けられるということはなかった。
健康管理課オプション検査（腫瘍関連物質）の検査もれ
健康管理課オプション検査（腫瘍関連物質検査）の検査もれ

背景・要因
改善策
本人倦怠感著明で身のおき所なく、コントロール中もとれていず。意識も半朦朧とすることがあり、 ビデオ（テレビ）監視しているが、更に密に画面の観察必要。安楽な体位工夫していたが、さらに留
意思表示し楽な体位を模索していた。足側の柵は、本人座りたいためはずしていた。もう少し倦怠 意が必要。倦怠感、呼吸苦のコントロールがより必要である。
感等コントロールにより安息を促す必要があった。また監視を密に行うべきだった。
伝達不良

二次健診契約の場合担当者に名簿をもらい当院から電話で連絡する方向で

名前を呼ぶ事で返事をするからと安心している。

生年月日などの確認も必要になる。

ロッカーの鍵は手首につけていればＯＫとなっていたのだが預かってしまった。

ロッカーの鍵は預からないこととした。

検査依頼書のチェックもれ
検査科への情報伝達不備

オプションの有無に関わらず毎日提出し、検査担当者は施行済チェックをし健康管理課に戻す。
検査依頼は、業務が朝一回目に回る時点で必ず依頼書を提出。健管リーダーはオプション用紙と
依頼書のチェックをする。検査担当者は施行済みのチェックをし依頼書を健康管理課に戻す（済の
マークを記入）戻された依頼書をリーダーが再チェックを行なう。
健康管理課スタッフが胸部撮影室に健康診断の胸部撮影依頼書を置いた。当然全て胸部の撮影 健康管理課スタッフが、胸部撮影の依頼のない受診者の依頼書を胸部撮影室置いたために間違 健康管理課で間違いを起こさないように対策を考えてもらう。 撮影時に依頼書を必ず確認する。
の依頼があるものと思って撮影したが、一人胸部の撮影の依頼がない受診者の依頼書が混じっ いが起こった。 診療放射線技師が、撮影時に依頼書を確認しなかったため起こった。
ていたため依頼のない胸部を撮影してしまった。撮影後フイルムと依頼書を確認中技師が間違い
に気付いた。受診者には無駄な放射線被曝を与えたが影響がないと思われる。
健康管理課日帰りドック問診時に、既往の気管支喘息（アスピリンによるアレルギー反応含む）に 情報の伝達・ルール、チェックの仕組みの問題、メモ書きの不足
必ずメモ書きをし、誰が見てもわかるように周知を徹底することと、時間短縮のみを念頭におか
て体調がすくれないがＧＩＦ希望あり、医師の判断後、施行の可否を決定すると患者に伝え、後で
ず、順序をおって確認する事の徹底を行った。
上申しようと思い台帳を別の場所へ置いておいたが、他者がその台帳を持って案内してしまった。
内視鏡室で上記の状況に気づき健康管理課に連絡が入った。
健康診断で来院。採血時、試験管を間違えて採血。末血の試験管で採血しなければならない所、 当該看護師の注意不足に起因するアクシデントと考えられる。
注意・確認の徹底
血糖用の採血試験管で採血してしまいました。
健康診断の依頼を受け、診断書記入の段階で血液型の検査の落ちていることに気づきました。再 当該看護師の確認漏れに起因するインシデント
診断書の用紙が見にくいため、事故防止策として、セット項目を作ってあったのです。それ（その
度採血させていただきました。
事）を忘れていました。
健康診断の胸部撮影をおこなっているとき、X線管球とフイルムチェンジャーの高さを連動させる 毎日の決まり切った業務であるが確認不足のため間違いが起こった。
マニュアルの整備。撮影室に確認事項記入したを張り紙を貼る。
装置の電源を入れ忘れてしまった。 数人撮影後フイルムを現像したときに気付いた。受診者の
方に再撮影をお願いした。
健診した分を約１ヶ月後に郵送した。Ａさんの採血デ－タの性別が男性となっていて本人よりクレ 知識不足・不注意
医事課へ申し入れをした。
－ムのＴＥＬがあった。今までも、何度か同様の事があった。検査科の入力時気をつけてもらいた
い。
健診でトレッドミル、IMT検査を終了後、健診他階に戻ってきたが全て健診が終了したと思いこんで 他の方より終了したと言われ、他の業務を行っていて受診票をさっとしかみなかった。しっかり確 今後は、他の業務を行っていても検査の終了は受診票をしっかり確認した上で行う。サインまたは
しまい、結果説明・栄養指導を残したまま本人を帰らせてしまった。受診票の確認も思い込みのた 認せず、初歩的なミスであった。
印鑑のないものは検査終了していないので帰らせない。自分の目でしっかりと確認することとす
め、終了したようにみえてしまった。
る。思い込みはしない。
健診で肝炎ウイルス検査を希望されていたが、オーダーができておらず、採血もできず帰られて カルテ表紙にウィルスの紙が入っておらず、問診表の確認しないまま採血にまわってしまい誰も 問診表のチェックを採血してまわる時注意する。 医局会議でもまちがいが何件かあったかを伝え
から医事課の担当者が気づいた。生化の血液をつかって再度追加オーダーで検査にまわしても 気づかなかった。
てもらい、ぬけてないよう協力してください。
らった
健診のデータ（生化学）を貼り間違えた。 違う人のデータを貼ってしまい、間違ったデータのまま 脂質外来を初めてやった日で、カルテ・データ・伝票類が一度に多量に回ってきた。早く処理をし 名前の確認を怠らないよう注意していく。
診察が行われた。数日後事務から指摘された。
ないといけないと思い、焦っていて確認を怠った。サポートで一緒についている人がいたので自分
の目で確認しなかった。 データとカルテの管理方法が煩雑。 手作業で処理するので間違えや
すい。
健診の胃透視で要精検となり、胃カメラ予約に来た患者に胃カメラ予約と感染症採血を行なった。 不注意
眼科と保険カルテが別々になっており確認する際保険カルテしか確認してなかった。１患者１カル
しかし、検査科からの電話で○月２４日に眼科のオペ前検査で入院時検査をとっており、その中で
テにして欲しい
感染症を行なっていた。結局患者にはとらなくてよい採血をしてしまい、迷惑をかけてしまった。
健診の患者の「尿一般検査」の実施がもれてしまった。 健診の事務職員が気づき、再度患者に
来院していただき採尿いただくようお願いした。 患者様にご迷惑をおかけした。
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午前中、検査を実施した際尿については一般検査・生化学検査と複数の検査があったため、「尿 検査実施状況のチェックをもっと厳しく行うことが再発防止に重要と考える。
一般検査」がもれたと考えられる。 午後になり、午前中の担当者が休暇を取り担当者が変った。
検査実施状況のチェックをした際、検査のもれに気付き、最度検査を実施したが、コンピューター
には入力されていなかった。 最終のチェックが十分されなかったため、検査未実施のままになっ
ていた。 午後の担当が複数の人で行った為、責任が曖昧であった。
健診の検査をしようと思ったら採血管が１本足りなかった 血算(EDTA-2Na)でHbA1C(ヘパリン- 多忙な時間帯に細かいチェックの必要な健診採血 ※検査への情報伝達はあったが、外来への 限られた時間とスタッフの中で仕事をこなしていかなければならないので、当日来られた方の健診
2Na)を代用したので患者への影響等はないと思われます また、この時検査項目の転写ミスも
伝達があったかどうかは確認できていません
は仕方ないが、前もって分かっている方は、事前に採血管の準備をしておいたらと思います ま
あった（コピーも付けてはくれたが）
た、最終確認は検査室で落ち度のないようにチェックする 検査内容は転写ではなくコピーでお願
いします
健診の採血を行う際に使用した真空管と採血針が外れた。そのため刺入部は腫脹し患者に不快 確認不足
真空管と採血針の接続部を確認する。
感を与えてしまった。残りの検査を行おうとしたが、恐怖心からか拒否され検査することが出来な
かった。
健診の聴力検査の結果の記載忘れ
多忙時の確認不足
健診結果のダブルチェックの励行
健診の方の肺機能検査後結果を印字させず、次の人の検査を実施しデータが消えてしまった。
検査室の状況 委員会活動で1人欠員、ＣＢＣ機械のトラブルでサポート中、心電図室は健診5名 現状況では、チェックリストの導入で逆に業務が煩雑になることにデメリットを感じる。 できるな
気付いた時はすでに患者は帰られていた。 事業所に連絡し、再度来院していただき改めて検査 とホルター解析が一時期に重なり、非常に忙しい状況であった。 当日10時ごろまでは心電図室 ら、担当者の最終確認で対応してもらいたい。 また、一時期に健診者が殺到せず、院内の健診
を実施した。
は穏やかであった。 それ以降は5名が一気に来られた。 また、肺機能を検査し印字させなかっ の流れを改良できるならお願いしたい。
た担当者と次の肺機能の検査を実施した担当者は別の技師であった。 要因 どんな状況であろ
うと、検査実施者が報告書を打ち出して終了となるが、それに気付かず終了してしまったこと。
健診バスの心電図にて上肢左右をつけ間違えた
不注意、波形を読んでいない！前回の生理部門での対策が健診センターでは行われていない
波形を読む習慣をつける現在、生理検査でやっている様に電極リード線に色を付けるなど
健診結果のデータで異常陰影を指摘された患者が受診した。患者を診察した所、異常なし。健診 姓だけで確認し結果を貼り付けた。
フルネームでの確認及び検診の受診番号を併記する。
のフィルムを取り寄せた所それも異常なしだった。調べた所、放射線科のＤｒに読影依頼した結果
を、同姓の健診者のカルテに貼ってしまったことが判明した。異常陰影の検診者は放射線科のＤｒ
から治療の必要性を指摘され通院中。
健診項目に○印が付いていたが、いつもの基本健診のほかに追加の項目と思い込んでしまった。 健診の予約を受けた際に項目の再確認をしなかった。担当がいない場合には師長やその時の責 再確認の徹底。担当者が不在のときにも確実に行えるよう連携を密にする。
任者が確実に行えるように連携をとるべきだった。
健診採血時、痛みを訴えられたがしびれはないというので続行したところ、針周囲に激痛が生じ 痛いと言われたのに、採血手技を続行してしまった。
強い痛みの場合は念のため刺し直す。
た。整形外科受診し、鎮痛処置が必要だった。
健診者の胃内視鏡検体につける検査伝票の名前を他人の名前と書き間違えた。他の看護師に指 うっかり。
伝票の名前を、書く前、書いた後、検体提出の時などに、重ねて確認する。
摘された。
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具体的内容
健診先で有機溶剤の検体を採取するが、事務員が外注伝票に間違った溶剤名を記入したため
と、看護師 が個人票を確認しないまま依頼した。検査結果の数値で間違いが判明したため再度
外注依頼した。
健忘があるため、自分からナースコールは出来ない為、頻回の訪室をしていた。声が聞こえた為、
訪室すると末梢静脈ラインが抜去されていた。
検温のため訪室しベッドサイドの床に座り込んでいる患者を発見。痛みを訴えるが、部位が二転
三転する。
検温の為患者の部屋を訪室すると、血液で汚染されたシーツを発見。ヘパロックしていた点滴
ルートが外れていた。患者にどの様なことがあったのか問うと「かゆかったからかいた」と返答あ
り。インジェクションパッドにて止血し、シーツ交換を行い回診時にルートを取り直した
検温の為訪室した所、ＩＶＨの側管から施注していた点滴のプラグがそのままになっておりそこから
点滴と逆流してきた血液でシーツが汚染されていた。また、ＩＶＨは閉塞していた。ＩＶＨ抜去し主治
医に報告しポタコール５００ｍｌ内に塩モヒ入れて１２時迄滴下した。
検温時、病室より「ドスン」と大きな音がしたため訪室。患者が床に座り込んでいる。臀部痛あり。
下肢しびれなし。歩行器でトイレへ行くが歩容スムーズ。主治医に報告。家と勘違いしたとのこと。
トイレへ行こうとして転倒した。
検温時「おーい、おーい」という声が聞こえたので訪床すると、ベッドの足元に患者が座り込んでい
た。
検温時３７．８℃あり、保育器内３２℃あり保育器、光線台を確認するとファンが切れていた。点滴
確認の際グリーンライトの電源切って観察した、そのときにファンの電源を切ったと思われる。
検温時に腸ロウチューブが抜去されているのを発見する。患者は、仰臥位で体動もなく固定の
テープも身体にはりついていた。
検温時に本日清拭をすることを説明。午後になるかもしてないことを説明し、いつでもよいと本人と
話し合う。午後より本人に清拭をしましょうと説明すると、シャワーを浴びたと、入浴もされたと話さ
れる。
検温時訪室すると左手掌、膝に擦過傷を発見。トイレへ行きスリッパが乱れていたので足でなおし
ていたら転んだとのこと。
検温終了後、母親と会話中、母親がトイレに立った間にベッドから転落。ベッド柵は下ろしてあっ
た。バイタル測定。医師・看護師に連絡。診察を行い経過観察となった。
検温終了後夕食の為休憩室にいた。物音がしたため確認へ行ったところ、処置室の患者が足元
ののベット柵をこえ床に転落していた。右肩に発赤あり、DIV台に頭部をぶつけている。レベルも
はっきりしており、すぐにベットへ誘導し、臥床していただいた。
検査オーダーでは、血算・生化学の検体を提出しなければならなかったが、提出された検体は血
糖・生化学の検体であった。結果、オーダーのあったＨｂＡ１Ｃの検査が実施出来なかった。 血
算・血糖検体を院内で検査しその検体を使ってＨｂＡ１Ｃ検査依頼があったため、センターへ提出
する予定だった。検体仕分け作業時、本来なら血算検体を準備すべきところを血糖検体を準備し
てしまった。
検査オーダーの間違い 検査結果が送られてきたときに気がついた。 必要な検査が為されてい
なかった
検査オーダー間違い 結果を記録する時 必要な検査が為されなかった。

背景・要因
改善策
外注伝票を事務員が起票しているため、看護師は個人票をチェックしていながら気がつかなかっ 外注伝票を事務員が起票しているので、申し送り時に再度溶剤名の確認をする事にしました。
た。
ライン管理については抜去の可能性を考慮し、対策を立てていた。少し目を離した隙に自己抜去 今後も、頻回な訪室を行い、継続したケアを行っていく。
していた。
認知障害があり、転倒歴があるが、何度説明しても理解できない患者の対応に人的配置での監 理解力が希薄でも説明は何度もする。
視には限度がある。
観察が不十分であった。自己抜去のリスクが高く医師の許可を得てヘパロックにしてもらっていた ルート確保の位置を患者にあった場所の選択を行う。
が、抜かれてしまった。
看護師の確認不充分。

接続部確認。

観察不足・情報収集不足

・排泄パターンを考えた看護計画立案

観察が不十分であった。 準夜でもベッドからおりていたという情報を得ていたが、柵・行動制限の 適切なベッド柵の設置。 行動制限を含めたマニュアルの整備をしたい。
処置を取らなかった。
機器管理確認
処置後観察後改めて安全点検を怠らない。
準夜で最終に注入時には，変わりなく経過した由。定期的に交換も行い、思い当たる点なし。

マニュアル通り実施する。

腰椎圧迫骨折の患者で硬性コルセットを外し、立位のままシャワーのみ可の指示であったにもか 患者に十分に説明を行う。 入浴は順番である為、看護師間で観察が行えたはずなので、看護師
かわず、入浴を行ってしまった。 患者への安静に対する説明が不十分であった。 患者の理解が 間の連携をはかっていく。
足らなかった。
術後の低下状態で夜間トイレに行く場合の見守り体制の不備。 トイレの環境整備不良。
環境整備の強化。 ナースコール使用の指導。
頻回な訪室をし、柵が下がっているのに気付くべきであった。家人にも注意を促すべきであった。 患者は以前の入院時にも同様なことがあり、終日注意・観察が必要であり、家人にも理解していた
だくよう伝えた。
不穏状態の続いている患者様とわかっており、転倒転落のリスクは高いと感じていたが、休憩に 日中より転倒転落の予測可能であったので、夜間一人にしておくのは危険であった。家人の承諾
入る前の状態で大丈夫だろうと決め付けてしまい、目を離してしまった。
をもらい、付き添いか抑制の必要があったと思われる。
仕分け作業をした技師がアルバイトであったため、現場に不慣れであったこと。 血算用スピッツと 現状では、技師が見間違わない十分に気をつけるしかない。 また、最終チェック時は、必ず、検
血糖用スピッツは形態が類似しており、スピッツラベルの上に患者氏名用のラベルを貼ってしまう 体の種類、氏名を依頼書と照合しながら読み上げて確認することにした。
ため、スピッツ上部のフィルムキャップを剥がしてしまうと見間違ってしまう可能性があること。 最
終チェックの際、まさか血糖と血算の検体を取り違うなど予想していないため、氏名と本数だけの
確認で終わっていたこと。
忙しさと慣れによる確認不足
確認の徹底。

作業の単純化のためにセット検査を多用しているが、時にセット検査以外の検査のオーダーがる
ときに慣れによって間違いが起こる
検査オーダー票の日付けの間違い
チェックの仕組みの問題点
検査がキャンセルになったが、検査室に連絡がなく。検体が来るのを待っていた。
連絡不十分
検査が完了した検体が提出された、電話で確認したら”未検査分の血液ガスだけ検査をして欲し 同姓による患者取り違い・思い込み。 １ 度目の問い合わせでは取り違えが見つからなかった。
い”との事。その後電話があり患者の名前が違って採血した事が判明。血液ガスは患者にオーダ オーダの間違えもあり
間違えをしていた事も判明した
検査が全部終わり着替えて貰った。鍵を受付に戻しに来た時に『お会計は？』と言われ『今お支払 最初のお会計の時にご機嫌が良くない事を感じていたが本人・スタッフにも誰にも確認をしなかっ
いされますか？』と聞いたら『はい』と言ったのでお会計を先にしました。ご機嫌があまり良くない事 た。わざわざ来て貰って後日になった事を知っていたのに謝罪の言葉も無くいきなり受付から呼び
を感じ聞きたい事があったがこの時点では聞かなかった。脳ドックの結果説明の待ち時間があっ 止めた為無銭飲食をしたような気持ちにさせてしまった。
たので連絡先を教えて貰い一度帰宅しました。結果説明の担当者がＡ様に連絡をし来て頂いたが
ＭＲの画像がうまく入っていなく結局翌日の朝にする事になった。お帰りの際に聞きたい事があっ
たので『Ａ様』とお呼びしたら『会計はさっきしたよ』と言われたので『いえ、お会計ではなく一つお聞
きしたい事がありましたので』とお聞きした。翌日の朝結果説明を聞きに来られた時課長に昨日の
受付応対について不快な気分だった事を話された。その後直接課長から報告を受けた。
検査すべき患者が検査室前におらず、名前を呼んだが誰もこなかったので、少し離れたところまで 確認できるところがいくつもあるにも関わらず、それを怠ったため。
呼びにいったら、同一姓の方が立ち上がってつういてきてしまった。
検査センターで検体の施設名入力ミスのため、報告が遅れた。
検査センターでは当院の他、関連他施設の検体も扱っているため報告書の再確認が必要であっ
た。
検査で、椅子に座った時に椅子が動いて転倒した。検査側の椅子に座った。
椅子に車輪がついてた。患者様にはっきり指導しサポートをすれば転倒までしなかった。
検査データの誤りに気がつかず提出した
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
検査で食事待ちであった為、食後薬も一緒に待っていた。その後、検査終了し、患者は食事摂取 検査後の食事や、薬に関しては患者任せにしてしまい、確認も行わなかった。
したが薬を飲むのを忘れ、夕方気づいた。
検査のため、ストレッチャーに乗っていた患者に前もって「台が狭いので気をつけてください」と声 複数の仕事を同時にしていた。
をかけていたがストレッチャーを降ろし柵をはずした後、少し離れたら降りようとして落ちそうになっ
ていた。いつもは、降りるまでピッタリ付き添っているが、その日は柵をはずしてから離れたため危
なかった。
検査のため、朝食半分、昼食は禁止の指示が出ていた患者。毎朝ノボリンＮ８単位を実施してい 食事を半量にした時点で、インスリンについても疑問を持つべきであった。知識不足もあった。
るが、当日、インスリン量を変更しなければならないことに気付かず、患者にも説明しなかったた
め、患者は通常どおり自己注射をしてしまった。医師に報告。患者は血糖値が低下したが点滴施
行により症状安定した。
検査のため、入眠目的でセルシン20mg側管注入の指示であったが、点滴内に混合して作成、医 当事者は、指示の意味を理解していなかった。
師が施注した。その後、検査室からセルシン側管施注の確認があり、誤りに気付いた。
検査のための、朝食禁食が指導できておらず、摂食してしまった。検査は施行した。
検査等に係る業務手順確認
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確認の徹底
複数でチェックする
キャンセル時の連絡部署を再確認、マニュアル作成。
同一病棟に同姓患者が居る場合は問い合わせには、姓・名年齢等までメモしながら内容の確認を
とる
ご機嫌が良くないと感じた時は何が原因かを診察担当者など周りのスタッフに確認する。確認後、
必ず回りのスタッフにも伝えて、同じ気持ちで受診者に接するように心がける。自分たち以外でミ
スがあった場合も必ず謝罪はする。

名前・生年月日の確認の再徹底。ドックの伝票は本人と一緒に移動させる事の再徹底。
報告書の確認は現在３回。当院については患者個々の磁気カードを導入した為リスクは軽減され
た。
検者側椅子に座る際の指示、サポート
業務手順、チェックの方法の確認
内服薬を自分の中で位置付けを高く持つ。患者さんの状態を把握する。
患者が移動する時は、最後まで付き添う。

検査を優先し、患者の把握が不十分であったと考えられる。食事制限がある時には、必ず内服・イ
ンスリン注射の有無を確認する習慣をつけること。検査の指示を受けた看護師が食事インスリン
調節を確認するなど、誰が指示を確認するかを決定すること。
単に指示を見るのではなく、意味を考えるよう習慣付ける。 マニュアルに準じ、声出し確認もしく
は３回確認を徹底する。
検査マニュアルを確認し確実な指導を行う。
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具体的内容
検査のため延食の患者に対し、朝食が上がってきた。看護師Ａは口頭で患者に検査の説明と延
食になることを説明したが、検査のため食待ちとなる旨を表示した札を、ベッドサイドにかけるのを
忘れたため、患者は配膳された朝食を食べていいと考え摂取してしまった。前日、看護師Ａは、栄
養科に対し、検査食待ちの連絡を書面で行っていたにも関わらず食事が上がってきたのであっ
た。
検査のため患者を呼び入れたら、他の女性の患者が入られ、視力検査と 眼圧の結果をカルテに
入力した。診療で気付き主治医が対応した。
検査のため採血したが、量不足のため再採血し、患者に負担をかけた。
検査のため朝食を延食。（DMのため食前にインスリン投与中） 検査終了後、遅い朝食を摂取し
た後に食前のインスリンを注射していないことに気づく。
検査のデータをコンピュータ（オーダー端末）で見ようとＩＤ番号を確認せず、名前の索引で呼び出
したため同姓の人間違いでデータを読み、その高値に驚きDｒ報告をし、再度採血の結果低値であ
り、名前確認しやっと人違いに気づく。
検査の依頼をパソコンで入力するときにＩＤ、指示医、診察場を入力しないといけないが、診察場を
間違って入力してしまった。診察場のＮｓ．から検査の結果は診察場のパソコンで見れるが、報告
書が出てこないとの連絡が入り、検査依頼伝票を確認したところ発覚した。診察が遅れたので診
察場に影響あり。
検査の依頼を入力し、検体にラベルを貼る時に、A氏の検体にB氏のラベルを貼ってしまった。そ
のことに気付かず測定した。測定したデータが前回のものと大幅に違うので、検体とラベルを確認
してみたところ間違いが発覚。まだ診察場に検査データを送っていなかったので影響は無かった。
検査の依頼項目の入力時に、高血圧セット・脂質セット・検尿・ＴＳＨ・ＦＴ４の項目の中でＴＳＨ・ＦＴ
４の項目の入力が抜けていた。 検査依頼伝票のチェック中に発覚した。 しかし、診察は終わっ
ていた。
検査の依頼項目を入力するときに、多項目のうちの１項目の入力が落ちていた。依頼伝票の
チェックをする際、そのことに入力者が気付き、落ちていた項目を追加して測定した。早めに依頼
伝票のチェック、追加測定ができたため診察場に影響はなかった。
検査の為の採血時、赤沈の分を取り忘れてしまった。
検査の結果で化学療法開始予定だったが、検査を行うものとして予定時間どおりに輸液を開始し
た。検査結果で化学療法を実施することとなった
検査の検体をリニアで搬送させる際に、リニアの蓋がきちんとしまっていなかったために、搬送中
に蓋が開いてしまい、リニアを破損させてしまった。
検査の指示が「ＵＡ」のみで、それを「ＵＳ」と見間違えてしまい、エコーの伝票を書いてカルテを回
してしまった。患者をエコーのベッドに寝せた時に医師が気づいた。
検査の重複（頭部ＭＲ検査）

背景・要因
改善策
看護師Ａがベッドサイドに食待ちの札を下げなかったこと。食待ちの連絡をしてあるのにも拘らず、 朝夕の配膳は看護師が中心となって行う。業者には、調理のみに専心してもらえる環境を作る。
食事が上がってきたこと。朝と夕方の該当病室のの配膳は業者に委託していること。
看護師は、検査食待ちの患者や禁食になった患者に対して、必ずベッドサイドに札をかけ、本人だ
けでなく、間違って食事が上がってきた際にも気がつく事が出来るようにする。栄養科において、マ
ニュアルや手順の見直しを行う。職待ちに一覧表をわかりやすいところに貼るか、ホワイトボード
に明示しておく。それを確認してから、担当者は配膳を行うようにする。
検査前の患者の確認を充分にしなかった。
検査等患者の確認について、名前、生年月日の確認に加え、受付票での確認の徹底
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
延食にならなければおきなかった事例。不注意によるもの。

検査内容を確認せず、不足となった。 チェック方法検討
患者の受け持ちナースは検査の内容やその検査のための延食等を朝一番、そして検査後にも確
認することを徹底する。
同性のみを見てデータ検索をしてしまった。ＩＤ番号がわかっているのに名前だけでコンピュータ検 ルール通りＩＤ番号で検索し、フルネームで再確認する以外考えられない。
索をしたため発生した間違い。
検査依頼伝票のチェックの時にも発見できなかった。今回はチェックする人と検査依頼を入力する 入力するときもですが、チェックのときは必ず指示医・患者ＩＤ・診察場の間違いがないかを確認す
人は違う人だったが事例が起こってしまった。
ることが大切だと思います。
その時間帯は検査室に人が少なく、検査の依頼項目の入力と検体にラベルを貼る作業を1人でし 検体が多い時間帯はなるべく依頼項目を入力する受付のところに、常時でなくてもいいので2人は
ていた。 依頼項目を入力している時に心電図の依頼もあり、急いで検体にラベルを貼って検体 関われるよな体制にすること。
の名前を確認したつもりになっていた。
検査依頼伝票の項目で結果待ちは大きく丸をしてあるが、そうでないものは丸が小さいので急い 今回の事例は検査依頼伝票のチェックで発見されたので良かったと思う。しかし、もう少し早く
で依頼を入力する時は見落としやすい。 また、よく伝票を見て依頼を入力していなかった。
チェックで見つかっていれば、診察に間に合ったかもしれないので、出来るだけ早くチェックするこ
とが必要だと思う。
朝の時間帯は検査の依頼が多くあり、どうしても検査の依頼の入力を急いでしまい、入力時の伝 依頼伝票のチェックを入力した時刻とあまり時間をあけないで、早めにすること。また、入力者と
票の見なおしを省略してしまうことが多々ある。
チェックする者は違う人が行ったほうがいいと考えます。

伝票確認不足。
確認不足 コミュニケーション不足

ダブルチェックの徹底。
医師指示を確認する 化学療法の際の指示をチーム間で共有する

・リニアの蓋がきちんとしまっていたかの確認不足

・リニアの蓋がきちんとしまっているか確認をしてから搬送させる。

確認不足。

カルテをよく見ることを徹底する。

ＭＲＩとＭＲＡを同時に行なうか、別々に行なうかの方向性がしっかり定まっていなかった事と確認
ミス。
検査の必要でない患者に血液検査のオーダーを入れた
患者確認の不十分 予約患者が呼び出しておらないので、予約外を呼ぶ このときに患者画面が
切り替わっていなかった その結果、前の予約の患者にオーダーが入る
検査やリハビリ受診時に車椅子に移乗する程度でほとんどベッド上に臥床している。普段はオム ほとんど臥床状態であるため、筋力の低下・関節の拘縮が考えられ、ふらつきも強いと思われる。
ツ内排泄で、Ｎｓサイドで交換している。9時頃家人よりナースコールあり、トイレに行こうと急いだら いつもベッド上でオムツ内排泄であるため、歩行したりはしないだろうと思い込んでいた。
転んでしまい、転倒時とっさに家人が本人の手をつかんだ為、ずり落ちるように座り込んでしまっ
たとのことで、介助し、ベッドに戻っていただく。軽くおしりを打った程度。また、右前腕に発赤あり、
表皮剥離・疼痛なし。バイタルサインの変動なし。主治医報告しそのまま様子観察する。
検査を終了して戻ってきた受診者のネームバンドを切り、着替えてもらった。着替えた後受付まで 『少々お待ちください』だけではなく、何故待ってもらうか理由を伝えなかった為。目の前の事に精
鍵を持ってきたが、他に会計を待っていた受診者がいた為、『少々おかけになってお待ちください』 一杯で周りの状況を把握できず、Ａ様にお会計が無いと思わせてしまった。
と言い、鍵を預かった。その時次の方の会計をしていたので、座るのを確認してはいなかった。そ
の人の順番がきた時受付付近には誰も座っている人は居なかったが帰っているとは思わず、どこ
かにいるのだろうと思い込んでしまった。まわりのスタッフにも申し送りや確認もせず、放置した状
態になってしまった。 １時間後、受付担当者からＡ様のことを聞かれ、帰宅していたことに気付い
たので、職員に相談し電話してもらった。その結果後日お支払いに来てくれることになった。
検査依頼Ｄｒより、入院患者の本日の生化学測定値について問い合わせがあった。 内容は、「本
日の測定値が過去履歴と比較して、変動しているので確認して下さい。」であった。 検体を確認
すると、フィブリン塊が発見されたので再遠心後、再測定を実施した。 初検値と再検値を比較す
ると、フィブリン塊の影響による項目が４項目（ＴＰ・ＵＡ・ＵＮ・ＣＲＰ）認められたので訂正報告し
た。
検査依頼の入力時、診察場がＡのところをＢと入力してしまった。 診察場の看護師からＡ診で診
察になっている患者の検査結果がＢ診の診察場のパソコンに表示されているとの電話があり発覚
した。 対処＝診察場を訂正し結果をＢ診で確認できるようにした。
検査依頼項目の入力で、ジゴキシンの項目を間違ってテオフィリンと入力した。その他の検査項目
として、ＵＡ・ＣＢＣ・肝機能検査があった。入力者とは別の者が検査伝票をチェックするとき、間違
いに気がつきテオフィリンの依頼を入力し直したが、測定担当者や、入力者に報告することなく、
別室での検査に行っていた。
診察場からテオフィリンの検査結果が出てないとの問い合わせ
があり、事例が発覚し、テオフィリンを測定した。 検査の遅れにより、患者の待ち時間が長時間
に亘ったと思われる。
検査依頼伝票があったが、採血が行われていなかったので外来へ連絡して採血した。
検査依頼入力時に血糖が空腹時となっているにも関わらず、食後血糖を依頼入力した。 チェック
時に気付いたが結果は報告されていた。
検査依頼票の確認をしたら、カルテの住所間違いがあった
検査委託先から連絡があり、検査伝票には生化と記入しているが、血糖用のスピッツをしようした
ため再採血の依頼があった。
検査科に貸出中の心電計が緊急で必要になったが、連絡が取れなかった。
検査科端末ＰＣにて検査依頼伝票確認中に、ＺＴＴの値がＰ９９９９９と表示されていた。 このた
め、再検値の２３を採用し、誤報告書破棄と容認作業を行なった。

医局内で、ＭＲＩとＭＲＡを同時に行なうか別々に行なうかの方向性を決める。 放射線科の予約シ
ステムに関しても要検討。
検査室、医事課への連絡 間違った患者へ説明とお詫び
環境整備に努め、排泄の声掛けし、Ｎｓ付き添いのもとトイレ介助していく。また、本人・家人にトイ
レの際はＮｓに知らせてもらえるよう説明する。

受診者に何故待つのかを先に話してから座ってもらう様に心がける。鍵を預かって、今すぐに会計
出来ない場合は、書類を入れた封筒の上に鍵を置くようにしお会計が未だだと分かりやすくする。
名前を呼んで返答が無い場合席をしばらく離れる時は必ず申し送りをするようにする。

1.容認報告時に、過去履歴との比較が完全でなく、確認ミスであった。 2.検体の遠心分離までの 1.容認報告時に画面上で各項目について、マウスポインタを移動させて過去履歴との比較を必ず
時間が十分でなかった。
行な い、目視だけの確認を行なわない。項目数が多い場合には特に注意する。 2.検体数の多
い場合などには、検体の遠心分離までの時間があいまいになることがあるので、確実に行 なえ
るように工夫する。
朝、どのＤｒ．がどの診察場なのかしっかり確認してなかった。また、今回の事例が発覚した時点で 検査依頼伝票のチェックでの見落としがあることも問題だと思う。依頼入力は日に何件も入力して
は、検査依頼伝票のチェックが済んだ後で、チェックでも見落としていた。
たらミスは出てくるものなので、チェックでそのミスを見つけて欲しい。
入力者：検査依頼伝票をよく確認せずに入力した。 再チェック者：チェックするときに気が付いて 検査依頼項目の訂正、追加等した時には、担当者に知らせること。 追加手順の見直しを検査科
訂正したことをチェック者だけしか認識しておらず、訂正したあと、その患者検体がどの機械で測 全員で申し合わせ徹底する。
定中なのかの確認がなかった。 容認者：容認でもアクセスでの測定は時間がかかり、生化学より
も結果が遅く出るという思い込みから検体の確認を怠ったため。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 確認ミス
入力担当者の注意ミス。

業務手順の方法の確認、チェックの徹底
入力者本人による入力時の画面チェックの徹底。 速やかな他者によるチェックの実施。

チェックの仕組みの問題点
準備する人、採取する人、提出する人それぞれが確認を行うべきであった。

確認徹底 ダブルチェック等
検査に関わるそれぞれが確認を行う。

管理ミス
検査科端末ＰＣにて容認作業時に、誤ってパニック値のＰ９９９９９を再検指示せず、診療側に報
告する容認の作業を実施してしまった可能性がある。自分では再検指示をしたと思い込でいた
が、実際には容認されてしまっていた。

連絡・確認の徹底を図り、検査科が所在を把握すること。
パニック値の場合、認識を高めるため赤文字でＰ９９９９９が表示されるようにしているが、何かの
原因により誤容認したので、今後は発行された報告書も確認するようにしたい。
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具体的内容
検査課・ＩＣＵで各々、出庫票と輸血本体でダブルチェック（血液型・番号・有効期限・単位数・同意
書）した血液を血圧低下のため全開投与開始直後、輸血パックの裏側に別の患者ラベルが貼って
あるのに気付き投与中止した。以前返血された輸血パックで、返血時に検査室担当者がラベルを
はがすのを忘れていた。
検査患者を間違える。
検査技師が注射器に入った血液と依頼書を受け取り、検査材料が血清にもかかわらず、血漿分
離用の採取管を準備し分注してしまった。
検査技師が糖尿病患者の検体を取り違えて異常値が出てしまった。患者説明後に主治医からの
報告を受けて再検査したところ、検定取り違えに気付いた。
検査迎えの連絡があったが，４０分遅れた

背景・要因
輸血パックのパイロットナンバー確認はするが裏側まで確認せず。ダブルチェック時裏側確認せ
ず。緊急輸血時パックに患者名が記載されてること知らなかった。

改善策
返血時はラベルをはがす、出庫時は裏側まで確認。輸血の照合は輸血検査報告書で血液型を、
出庫伝票で製造名、番号、有効期限、交差適合を現物と確認してる。輸血パックに名前が記載さ
れてることは無かったので輸血部にシステム確認行い運用を統一する。

本来するべき患者に指摘され発見する。
検査技師が採取管を勘違いして覚えていた。

確認方法は多数あるので、落ち着いて業務する。
小児用の採取管の種類の確認 採取管の種類が勘違いするような検査科マニュアルの訂正

当事者の注意力低下に伴う確認ミス。 作業手順の見直しも必要。

報告済・未検査・検査中の検体置き場を徹底するように改善した。

電話を受けた者から担当者への連絡が不十分であったことと，勤務体制に無理がありすぐに誰か
が迎えに行けない状況が常時ある．
検査結果でＭＡＰの指示があった。申し送りがされず医師に指摘されるまで気が付かなかった。 勤務帯変更時の情報伝達の問題で、決められたことができていない。
検査結果にその患者のラベルを貼って結果を返していた。ところが、Ａ氏のラベルを貼るつもりで その場でラベルという作業にまだ慣れていなかったことと、常に名前を確認することの意識が欠け
用意してあったのだが、忘れてしまい、その残ったラベルを次のＢ氏に貼ってしまった。そして、他 ていたことに起因すると思う。
の健診部技師がそのことに気づいた。結果は出てからすぐにその場で患者に返すので間違いは
ないと思ったが、ラベルが違うので、念のため再検させて頂いた。
検査結果に記入漏れ 一番最後のデータを記載しないまま報告してしまい、検査実施翌々日に担 お昼休みで、検査途中で受け継いだまでは良かったが、転記する際、出力順に転記していくが、
当医師より指摘を受けきずいた。
最後連続してデータが出てきた後、５分程の間を置いて最後の検査結果が出てきますがそのタイ
ムラグが見落としの原因となる。
検査結果の値でカリウムの補正指示であったが、開始しなかった。
他の事に気を取られ、指示の確認をしなかった。
検査結果をみて、右手と左手の電極をつけ間違えてたことに気付き心電図をとりなおした。
落ち着いて確認しなかった。
検査結果を他科の同姓患者もカルテに添付してしまい、主治医も気づかず内服薬の減量の指示 伝票確認
をだす、二日後気がつく。
検査結果を他病院に送付し間違えた。
業務手順・ルール、チエックの仕組みの問題
検査結果報告で違った患者のデータを報告しそうになった。すでに外来に報告をだしたつもりだっ 検体をラックに入れる時、出す時と２回の確認を行っているが、機械のトラブルがあり気をとられて
たが外来に届いておらず未遂に終わった。
いたため確認を怠った。
検査後、末梢より留置針を用い点滴を行なう。日常生活が不自由にならないようにと手首周辺で 新人等の院内事故防止教育の問題点。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
のアプローチであったが、中枢から末梢にかけ針を挿入しチューブ固定し、その３日後に発見され
る。
検査後に渡すはずの自己管理薬を患者に渡し忘れたため、内服されなかった。薬を発見し、患者 確認作業を怠った。作業手順の把握ができていなかった。
に与薬、医師に報告し経過観察とする。
検査後の説明が不十分で患者からクレーム。
医師とナースが統一した説明を行っていることを、患者が理解出来ているかの確認をすればよ
かった。
検査後の内服指示が出ていたが、与薬準備の完了した後で指示箋の変更がされていなかったた 看護師の知識不足、スタッフ間の連絡不備、担当外医師の処方に対して担当医師の確認不足。
め、検査前（食後）に与薬してしまった。
検査後穿刺部位に熱感、腫脹、疼痛を認める 白血球CRPの上昇
ｶﾃｰﾃﾙ検査時の感染が疑われる
検査項目に対し凝固系の採血容器がなかった
確認不足・知識不足
検査項目の中でＬー４の中にＰＴが入っていることに気づかず採血もれが発生した。倦怠が検査室 知識不足により検査項目内容に必要な検体が不足していた。Ｌー４の中にＰＴが入っていることを
に降りた段階でチェックにて発覚し、検体採血忘れの報告をうける。その後血管確保があったため 知らないまま採血していた。
に同時に採血した。
検査項目入力時、5項目あるうちのLipaseが入力されていなかった。
事例が発生した日は検体数が多く、検査依頼項目の入力時にしっかり確認出来ていなかった。

担当者が迎えに行けない場合は速やかに他者に依頼する体制作り．看護だけでなく，放射線科も
患者移送できるよう協力体制を作ってもらう
カルテの確認を各勤務帯で徹底する。
患者に結果を返すときに、再度確認してから返すようにしている。

何度となくこのケースは経験するので絶えず注意しているつもりだが、見落としてしまった。 今後
の防止策としては、データを読み上げながら転記していくことで防止できると思われる。
処置前後で、チャートを必ず見直す。
心電図がとりにくい患者の場合、協力を求める。 検査終了時に心電図の波形を確認する。
検査データーはカルテに貼らず、ナースステーションの引き出しコーナーへ収容する。
今後は、検査結果送付前に確認する。
パソコン上でデータの再確認をしてから結果を提出する。
静脈弁の働き含めた注射の基本的手順の指導。留置中の挿入部の観察はじめ、点滴管理の再
徹底。静脈留置による感染リスクを含めた再指導。（原則として長期留置はしない）
薬品・指示箋の確認作業、作業工程ごとの確認を徹底するよう指示
患者への対応について、ナース一人一人個別の判断で対応している様に患者に思われないよう
気をつける。
指示伝達の再確認とマニュアルに基づく作業手順の厳守。 看護師への研修実施
消毒の徹底、消毒後充分に乾燥させることの再徹底
検査項目に応じた採血管を使う・わからなければ確認する
検査に対して項目の教育と訓練を行い知識を深める必要がある。翌日検査チェックを再度確認し
項目内容までもチェックをかける必要がある。

検査指示が出ていたが、外泊の許可を出してしまい、帰院後に説明し検査日程を変更した。

確認作業の不備。口頭による不適切な申送りが行われていた。

検査指示箋に記入する撮影日を受付けにて間違えてしまった。フィルム上では正しく入力されてい
る。
検査指示箋に記入する撮影日を受付けにて間違えてしまった。フィルム上では正しく入力されてい
る。
検査室にカルテが届いていない状態で負荷検査を行った。医師が到着するまでに緊急処置に対
する対応（血圧測定・救急カート・ＤＣの準備など）が出来ず、医師・上司の指示ではじめて動い
た。
検査室に提出された末血検体が凝固していたため、電話により採りなおしを依頼。手書きラベル
にて提出された検体を測定する。 その後他の患者の検体がないとの問い合わせがあり、未提出
であることを伝えると、看護師より取り違えの可能性があることを言われ、両患者の採血を施行し
なおした。 ２度目に提出された患者の検体が別の患者のものであった。
検査室の看護師は、病棟看護師の申し送り表・使用薬剤・資料を確認した。患者には肩へ筋注し
ていない事を確認し、検査医にプレメディがされていない事を伝えた。検査医よりプレメディの指示
が出て、病棟に薬の持参を依頼した。検査室で患者の体重が分からなかったので再度病棟に連
絡した時、既に病棟でプレメディ（筋注）がされている事が判明した。検査室でＤｒｉｐ途中だったプレ
メディを中止した。患者への大きな影響はなかった。
検査室へ輸血用の血液を取りに行き、冷蔵庫を閉め忘れた。 保存してあった血液はだめになっ
た。
検査室より、血液一般取り直しの連絡があった。 受持ちに連絡したが、「Ａ」姓が２名おられたた
め、別の「Ａ」さまを採血してしまった。 採血後、受持ちより報告を受け間違いに気づいた。
検査室より『○○ △△さんをＥＥＧへ』と連絡があり、その場にいた看護師に『○○さんをＥＥＧへ』
と声をかけてその場を離れた。 その看護師が○○ ＸＸさんをを生理検査へお連れした。 検査
担当により『○○ △△さんです』と間違いを指摘され、気がついた。
検査室より検査のオーダーがないと連絡が入り、調べたところ違う人で検査のオーダーをかけて
いた事がわかった為、前日に検査室から届く当日の検査者の名前を見て、間違えた人と検査者の
カルテを照らし合わせ、改めてオーダー票を検査室へ届けた。
検査室より検体が無いと連絡が入る担当看護師に問うと捨てたことに気付く 検体はゴミ袋より発
見した 検査項目が細菌培養でないので結果には影響なし
検査室宛に、ＦAXで送られてきた緊急報告書が、事務に放置されていた。
検査終了後、検査着から寝衣に着替える為、検査着の両肩部をハサミで切る時にＣＶラインに気
付かず一緒に切ってしまう。→ＣＶライン再挿入
検査承諾書の印鑑確認をしていなかったのを検査開始直前に気づく。この書類を家族が自宅に
持ち帰っていたため、検査開始時間が遅れてしまった。
検査前サーフロー留置し検査後そのまま抜かず患者さんが帰宅。

確認不足

今回はチェック者が事例に気が付いて早めの対処ができたので、これからも早めにチェックし、ミ
スを防いでいきたいと思います。
正確な申送りの実施。患者への負担が大きいとの認識をもち患者管理については丁寧に取り扱う
よう指導。
当日の日付がわかりやすくどこかに掲示する。

汚い字

手書きで検査指示箋を書くときは読める字で書くこと。

カルテで病態を確認せずに負荷検査を行ってしまった。心室頻拍が出現した際、上司の名前を呼 カルテを確認する。検査中、患者に変化が起きた時は回りのスタッフにすぐ声かけし、担当医・看
んだだけで対応が不適切だった。
護師に来てもらう。救急カートは日中オープンにしておく。救急カート薬品の見直し（薬剤部と相談
中）コードブルーの体制に入れるよう環境を整える。
不明（別レポートにて記載）
不明（別レポートにて記載）

・検査室からプレメディの薬剤持参を依頼された時、対象患者の担当看護師に情報が行き届いて ・患者に関係する電話が入った時は必ず担当看護師に確認をとる。 ・申し送り表の記入を徹底す
いないため発見が遅れている。 ・申し送り表、使用薬剤、資料の確認が確認となっていない。 ・ る。本来なら患者と指示書が一緒に動きいつでも指示メニューと実施状況が把握できる環境がベ
患者からの言葉からだけで指示の実行に当たっている。
ストである。運用上困難な為、当日の指示書を検査に出る時コピーし検査室に持参する。 ・患者
からの確認だけでよしとするのではなく、看護師同士で申し送りをしているので申し送り内容を確
実なものとする。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認の徹底
ホワイトボードに記入したが、受持ちの看護師は見ていなかった。 受持ちに連絡時、フルネーム いつの場合も、フルネームで確認し合う。 指示・連絡等は、書いたものを使用して確実な方法をと
で言わなかった。受け持ちも確認を怠った。
る。
・連絡の不備
連絡方法の徹底（患者様の名前はフルネームで連絡） 検査伝票等の確認の徹底
確認システムの不備

確認徹底

術野から採取された検体は担当医に提出方法保存方法を確認し外回りの看護師に手渡すが今
回其れを怠った
確認不足
・患者に付いている管類の確認を怠った。

担当医から検体を渡された時にすぐに取扱方法を確認し外廻りの看護師に手渡す

気をつける
・患者に付いている管類の確認をした上で更衣介助を行う。更衣に限らず患者に付属しているも
のはその都度確認を行う。
検査必要物の点検は必ず事前に行っているが、承諾書が別の所にはさんでいたため確認が遅れ 患者の承諾書等については、サインだけで足るのかどうか調査し、今後は捺印しなくてもサインだ
てしまった。また家族が持ち帰る必要もなかったのに説明不足であった。
けで事足りると決定し、そのように説明していく方針。
外来検査時の各科連絡方法の統一性がない
文書での連絡、特に休憩後再検査時
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具体的内容
背景・要因
検査前投薬のソセゴンを15mgの指示を30mg用意して、15mgと呼称して医師に渡した。医師はそ 15mg、30mgの複数規格が併存していた。
のまま注射し、あとで空きアンプルから過量投与が判明した。
検査前日、患者本人が飲んでよい薬の問い合わせで薬局に来局し、薬剤師が確認したところ、同 慌てていて、主治医と患者への確認が不十分であった。薬に対する知識が不足していた。
時に中止しなくてはならないフレニードを内服していることが判明し、検査を延期した。
検査待ち時間の説明不足
検査開始前に、検査は９時開始予定であること、予約順で呼び来院順ではないこと、医師の指定
により順番が前後することがあることのオリエンテーションは行っていたが、麻酔業務に追われ、
待合で待つ患者様方への現在、何時の予約枠が行われているのか、待ち時間はどのくらいなの
か説明が不足していた。
検査伝票と検体の氏名が違っている
２名で確認の原則が守られず１名で氏名の転記を行った

改善策
併存規格はできるだけなくすようにして、ソセゴン常備は15mgのみとした。
検査説明時、患者の飲んでいる薬を再度確認する。薬に対する知識を身につける。
検査を待つ患者の立場になって考える。現在医師が何人で検査を行っているか、予約枠に何人い
るのかなどの具体的な説明を忘れない。予約待ち時間の表示を行う。
検査のための伝票・問診表・検体塗抹用ガラス板を準備したら他のスタッフが確認する 婦人科外
来のスタッフと確認のうえ検体の採取を依頼する
確認の徹底
チェック、確認の徹底
検査科へ検討依頼。名前と患者番号の確認

検査伝票の氏名間違い
検査伝票の名前を間違えた
検査伝票を貼る時、番号があっているのに名前が違う（入力ミス）伝票を気付かずカルテに貼って
しまった。次の月にカルテに貼る看護師が気付いた。その他の血液検査は正しかった。
検査伝票を貼ろうとカルテを確認すると、生化、血算の伝票の貼り方がマニュアルどおりではな
かった。本来の糊付け部分は、伝票の左横だが、上部にのり付けされていた。
検査伝票記入間違い
検査当直者が主治医からB型Rh（+）のFFPの依頼を電話で受ける。届いた依頼箋をOMRで登録し
たところ、システム内の血型（O型Rh+）と異なっていたため、病棟へ電話で血型の確認をした。血
型はB型Ｒｈ（+）で間違いないと言われたので、検査室の血型台帳を確認。明らかに依頼された患
者様の表試験はO型（+）だったので再度病棟へ血型の問い合わせを行った。この時、病棟が伝票
の書き間違え（エンボスの間違い）に気付いた
検査入院となったため、ＤＩＶ開始となったが滴下スピードが早すぎたようであった。１５：００開始か
ら０：００一本終了予定が、発見時には２００ｍｌ程度しか残っていなかった。

情報の伝達の問題点 チェックの仕組みの問題点
チェックの仕組みの問題点 確認不足
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
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入職して間もない職員が施行し、小児セットを使用せず、大人用を使用していた。Ｄｒからの口頭 リーダーから当日の部屋担当者への注意を促す。
オーダーによる書類記入時に詳細が決定したため、何時間でボトルをキープするのかまでの指示
がなかった。確認不足であった。
検査搬出前患者にＰＣＩのためバルンカテーテルを留置した。その際、カテーテルを約１６～２０ｃｍ 検査前に、尿の流出が見られないまま検査に搬出した。 少量の出血があったが、様子観察す バルンカテーテルの手技の再学習 異常のあるときは、先輩に相談する。
挿入し尿の流出は認められなかったが、排尿をしたばかりだと言われ固定水１０ｃｃで固定した。搬 るように説明した。 バルンカテーテル１６～２０センチ挿入ご尿の流出を確認しないまま固定水を
出時間になったためレントゲン室へ患者様を移送した。到着後レントゲン台に移動する際バルンカ 注入した。
テーテルより鮮血が認められた。直ぐに、バルンカテーテルの交換をした。 ＰＣＩ後の翌日肉眼的
血尿は認められなかったのでバルンカテーテルを抜去した。その後、患者様が排便をしようといき
んだ時に少量の出血があり、泌尿器科受診を希望されたが様子観察することにした。その日の夕
方尿道口よりぽたぽたと落ちるほどの出血と排尿痛もあり泌尿器科医師に受診。医師によりバル
ンカテーテルの留置と抗生剤の内服の指示が出た。患者様の入院期間が延長し、バルンカテーテ
ルを留置したまま退院された。
検査報告書 違う患者の報告書を出してしまった。直ぐ発覚したが、患者へ不信感に繋がる危険 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 情報伝達の問題点
多忙中だったが、チェック方法検討
性がある。
検査用の採血管が３本あり、そのうちの１本が術後の採血用であったが確認不足のため朝、採血 確認不足
１本ずつ採血管に入っている採血時間を確認する。
時に３本とも採取してしまった。
検査用薬処方において、患者（Ａ）のラベルを間違えて患者（Ｂ）のラベルを貼ってしまい、監査者 確認作業の不備。役割分担が曖昧。
検体ラベル出力から装着までの作業を一度に行うようにする。 監査役の者は業務に集中するよ
も見落としてしまった。同時に行っていた患者（Ｂ）のラベルがないことに気付き、患者（Ａ）のラベ
う指示。
ルが間違っていたことに気付いた。
検診の予約票（患者さんが希望の検診を選ぶ紙）が回ってきた際、誰が受付したのか責任印や日 知識不足
受付で知らない人がいるのではないか？再度、受付に申し入れをした。
付印、コスト済みかどうかのチェックがされていなかった。
検診マンモグラフィにてネームプリントを名前の書いていない部分を使ってプリントしてしまった。 確認作業の怠り。
プリント時の確認
ネームラベルを貼って提出
検診結果報告書のコピーをカルテに綴じ間違えているのを診察時にＤｒが発見。
２名同時に検査結果報告書を書いてもらいカルテに綴じる際に間違えてしまった。（急いで仕事を カルテ番号、氏名、検査結果報告書を確認後、１名ずつ（１カルテ）ごとに処理する。
片付けようと思い、カルテと検査結果報告書の氏名を確認したと思い込み誤って綴じてしまった。）
検診目的で胃カメラ予約の患者さん。依頼箋はなく、パソコン入力だけされていた。カルテにも何
の記載もなく、誰が予約を入れたかがわからず困った。

ケアレスミス

7111

検体の氏名を鉛筆がなくボールペンで記入したら、氏名がエタノールで消え指摘を受けた。
検体の名前違い
検体ラベル見落としが原因で検査未実施のまま検体を破棄してしまった。
検体ワークシートで検体容器の確認時に、尿中化学検査の検体のラベルが、ＶＰーＡの容器に貼
られているのを発見する。検査室に電話で確認をとり、ラベルを「ポリsp」の容器にはりかえて、検
体を提出した。
検体を病理室に提出する時、手術で使用している造影糸入りガーゼも一緒に手術室から持ち出し
ていた。ガーゼカウントマニュアルでは、どのようなことがあっても手術の行われている部屋以外
に、ガーゼを持ち出すことはしないことになっている。最終的なガーゼカウント時に、そのことが判
明し、ガーゼカウントオーケーとなった。カウントが成立するまでは、閉胸できないので、手術の時
間が延長された結果となった。
検体凝固

病棟内の物品整理、管理
業務手順のマニュアル不備
情報の伝達が不十分
設備の要因による
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以前、他病棟にいた患者様であった。その病棟でのマニュアルの徹底が十分でなかったかもしれ
ない。
チェックの仕組みの問題点
１回目の問い合わせの電話で看護師は間違いに気付かなかったFFPのみ依頼時は血型を施行し
ないので起こりうる

正しい貼り方で貼りなおした。
確認の徹底
輸血マニュアルでは血型前回値のないFFPのみの依頼時は病棟へ電話で血型を再確認する事に
なっているので防げれたしかし、たまたま血型が同じ人だと検査室は素通りしFFPを払い出した後
に病棟で気付いて貰うしかありません

市検診でＧＦ予約した場合、診察を通らずに終わってしまうことがある。同日予約する場合は、内
科診察の際に結果説明してもらう。後日予約の際は、診察の時ＧＦ依頼箋を医師に書いてもらうよ
うにする。
今後は鉛筆で記入する。処置室に鉛筆を常においておく。
事故防止マニュアルの再編集、作成
ラベルの張り方を並列にてはる
中検は設備要因として扱うのではなく、病棟に検体容器を送る時にＶＰーＡをポリＳＰの容器に貼り
かえるなど早急に対策を立案すべきである。病棟でも、同様に確認し容器をポリspに貼りかえる。

ガーゼカウントマニュアルの認識不足。出したことを後で知らせよう。と、考えていた認識自体が誤 ガーゼカウントの再学習の指導。 手術室での全体カンファランスでの、事例の共有化を行った。
りである。

血管が細く採血困難であった

スピッツ内の血液は凝固していないと、他スタッフに確認して提出したが、採血するのに注射器を
使用し時間がかかったため、不安はあった。再度採血をして提出すべきであった
専用の依頼伝票を置くようにした。 依頼内容の確認を充分するようにした。

検体提出前に医師より検査技師に問い合わせがあり検体容器はＡ容器と答えていた。しかし外来 専用の依頼伝票がなかった。 問い合わせ時、記載方法が充分伝わっていなかった。
から提出された伝票チェックが他の欄にしてあったため、採血のやり直しをＧ容器にするよう指示
した。帰宅していた患者さんに再受診してもらいＧ容器に採血したが、実際はＡ容器でよかった。Ａ
容器（遺伝子採血用）Ｇ容器（染色体検査用）
検尿、便潜血、採血の指示がある方の便潜血の検体が提出されないので依頼科に確認の電話を 患者が勝手に検体を置いて帰られるケースは今までにも経験しているが、その場合は依頼伝票 検査科での対応 明らかな原因が定かでない為詳細の対応は難しいが、検体とラ ベルを確認
すると、本人が「便潜血は先週の金曜日（１２日）１３時３０分ごろ検尿トイレに提出した。」（職員に が出ないので、検査科から確認や伝票の提出請求をお願いしていた。 今回はどうして確認、伝 し、報告する流れの徹底。 その他の対応 出来るなら、診察当日に検体を持ってきてもらいた
は何も告げていない）と言われた。 検査依頼もなく、検査データも残っていない。 しかし、感染性 票の請求が出来ていなかったか？また、検査を実施したにも関わらずデータ報告無く検体を廃棄 い。 診察日以外に検体を提出する場合の協力要請の徹底。（患者に説明、分かりやすいマニュ
廃棄物の中に検体があった。 他の人と間違って検査した可能性があるので１２日の便潜血の依 したかはまったく不明である。
アル作成など）
頼と検体を再度合わせ、再検した。 再検結果と報告データに間違いなく誤報告は無いことが確認
でき、他への影響は無かった。 発見できた患者の検体で検査報告をした。
検尿が必要な患者と採血が必要な患者がみえた。当事者の思い込みで同一患者様として、部屋 当事者の看護師の思い込みがあった。 患者に検体を見せて確認してもらうという病院のマニュア 一つ一つの行動をする前に声に出して確認をする。 患者にも検体の名前を見せて、確認を行っ
へ持ち込んだ。検尿コップに書かれている名前のみで確認して、不必要な採血まで行ってしまっ ルが守れていない。
てもらってから採血を行うようにする。
た。後でワークシートと照らし合わせて施行済みのチェックを入れる際に患者間違いであることに
気がついた。患者様には不必要な採血を間違って行ってしまったことを伝えて謝罪した。
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具体的内容
背景・要因
検尿の同一検体で２人の検査データを出してしまったという事例である。 まず、内科の患者が 名前を書いてコップを渡すということをしなかったこと、また、検査済の尿のコップを放置していたこ
名前の書いていないコップに尿を採られ、自分の名前の書いてある検尿伝票のところにコップを置 と。
かれた。その尿を検査し、検査データ（伝票）を内科外来に渡したところ、データに異常値が認めら
れ、尿が濁っていたため、主治医に精査をすすめ、その結果を報告した。コップはその場に置いた
ままにしていた。１０分程経過し、外科の患者の伝票がその内科の患者の伝票及びコップの横に
置いてあった。そのコップは先程内科の患者が採られた尿である。名前も書かれていない。そのた
め、そのコップの尿を外科の患者の採られた尿と思い込み、検査してしまった。外科の患者のコッ
プは実際には名前が書かれており、検査室の窓口に置かれたままになっており、中は空の状態で
あった。 その後その２人の検査のデータ数値があまりにもよく似ていたので再確認をしたとこ
ろ、一人の尿で２人分の検査をしていたことがわかった。外科の患者はというと、尿検査をする前
に行ったエコー検査で異常があったため既に転院されており、尿検査は行っていなかった。（誤っ
た尿検査のデータ数値に基づく転院ではなかった。）
検便の容器を患者へ渡した時、他患者の氏名が明記されていたがそれに気付かず渡してしまっ 入院時に検便容器を手渡し検便について説明を行ったが、容器に氏名が記入されていることに気
た。患者様が検便を採取する際、容器の氏名を自分の名前に訂正し、検体を記録室へ持ってこら 付かずに渡してしまった。確認が不足していた。 自己で取れない患者の容器が処置台におかれ
れた。 この検便の容器は前日に入院された別の患者の様のものであり、自己での採取が出来な たままになっていた。
いため処置台におかれたままになっていて、翌日に入院された患者にそのまま配布されてしまっ
た。
検便容器の取り違いで、伝票を起こししてしまい、検査結果より､取り違えた患者に､検査をすすめ 患者が無記名の検体を、だれにも告げずに検体置き場に置いていったため、思い込みで伝票を
てしまった。取り違えた患者より、検便はしていないと指摘受け判明する。
起こした。
検薬の際 処方箋と薬袋が一致していないことに気づかずに薬を薬袋の中に入れてしまったた
薬袋と処方箋は一致している思い込んでしまった。 単一処方だったために、一処方内での薬袋
め、中身と袋が間違ったまま病棟へ送ってしまった。 3人分の処方間で薬袋と処方箋が不一致で の入れ間違いの可能性がないのでしっかりと薬袋のチェックをしなかった
あった。
献血グロベニンＩ２．５ｇ１０本を使用する際に他の患者に使用する献血ベニロンＩ２．５ｇを持って
製剤伝票と照らし合わせをせず、更に他の看護師とのチェックもしないで注射伝票を見ただけで
いった。投与途中に作業室へ戻り点滴準備のテーブルを見たところベニロンの残量が少ないこと 施行した。 午前中に入院が２人あり担当となり、焦って仕事をしていた。
に気付き、グロベニンが箱ごとあるのを見て間違いに気付く。すでに１本投与されていた。医師へ
報告。内容はほぼ変わらないので、本日はグロベニンを９本施行になる。
研修３日目 食事の配膳トレーの名札をはずしたため誤配膳となった
新人等の院内事故防止教育の問題点
研修医１年目 担当する部署でナースステーションの準備室のカウンターに置いてあった持続点 ・当事者の確認が不十分。慌てていた。 ・医師と看護職の連携が出来ていなかった。
滴のセットを、まだ依頼はされていないが準備がしてあるのでやるべき物だと思い点滴を施行し
た。持続点滴のセットはバットにすべて入って準備されており、リプラス１Ｓの患者氏名・持続の時
間・エラスポール１．５Ｖと書いてあったのにエラスポール１．５Ｖには気がつかず、リプラス１Ｓのみ
の補液と思い、看護師にも確認せずそのままルートキープし滴下をはじめた。発見されるまでわり
と速めの速度で滴下され続けていた。患者には大きな変化は見られなかった。
研修医が処方オーダー入力時，患者の姓のみで判断してしまい，入力してしまった。同姓の間違 研修医の確認不足。当直明けで寝不足であった。教育指導者が確認をしていない。
いであった。投与前に看護師が気付き患者には投与されていない。したがって患者への影響はな
い。
肩関節亜脱臼
患者状態観察不足
肩甲上ブロックの注射液の準備時に0.5パーセントのメピバカインを準備して緑色のテープを貼ら 新人に対しての薬の作用等の教育をどうしていくかが問題である。
ないといけないところを青色のテープを貼ってしまった。Ｄｒが事前に気づいたので実施には至らな
かった。
見守りが必要な患者に車椅子に乗車してもらい、浴室の脱衣所にいたが突然立ち上がり前方に ・患者の見守り不足 ・業務多忙
転倒した。けがや疼痛にの訴えはなかった。スタッフはいたが、他の入浴後の患者の服を着せる
のに集中していた。
見当識障害あり、ルート類自己抜去の危険あるため両手をメガホン抑制にて抑制中であったが、 ルート類を自己抜去する危険があるにもかかわらず抑制が不十分であった。患者本人に見当識
点滴漏れによる左手の腫脹を認めたため左手のメガホンを外していた。昼の経管栄養中右側のメ 障害があり、経管栄養中にレビンチューブを抜去してはいけないことの認識が不十分であった。
ガホン抑制を自己にて外し、レビンチューブを抜去していた。
見当識障害あるも危険行動見られていなかった。家族も離室し自分はカメラモニターにて観察しつ 観察不足。アセスメント不足。
つ記録を書いていたが、カメラにて架台が倒れていること発見、訪室すると架台が柵の上にのって
いた。患者に外傷はないが架台を引っ張ろうとする姿あり、架台を足元へ置く事にした。
見当識障害のある患者様、歩行困難であるがベッド柵を乗り越える危険がありベッド３点固定中で ・認知症のため、物事の判断が出来ないこと ・他の業務の関係上、この患者様に付き添って折
あった。一人で自室のトイレへ行こうとされるためPトイレを準備しようとしている間に動き出し転倒 れない環境である ・離床マットがないこと ・観察室へ移動しなかったこと
された
見当識障害のある転移性脳腫瘍の患者。ベッドから起き上がり柵を乗り越えようとしたりする体動 危険度を判断する時期の見極めが難しかった。
が激しかった。少し目を離した隙に成人用のベッドの頭側からの柵の隙間から仰臥位で転落して
いたのを看護師が発見する。医師に報告しレントゲン撮影するが異常なかった。
元々 ベッド柵を乗り越えて徘徊される患者様で、何度もベッドへ安静臥床させたが、数秒後には ・見回り、見守りの問題・その患者様に適応する病棟での対応の必要性
再び歩行され、病室入り口で大布団を抱いて転倒されていた。
元々、痴呆があり、高齢であり患者の術後、せん妄のリスク高いと考え不穏指示を医師からもら 高齢、痴呆あり、術後であった、家人への説明が足りなかった、せん妄状態
う。術後、患者にせん妄がみられたため不穏指示使うも、効果なく、家人目を 離した隙に点滴の
自己抜針する。医師に報告、抑制の指示もらい対応する。
元々、痴呆があり以前入院したときもルートの自己抜去をしたことがある患者であった。本日PCI 痴呆があり危険があると認識していたが家人が付いており、大丈夫であろうという気持ちがあっ
施行され末梢にソルラクト500mlがついており、2本で終了で2本目がついていた。消灯前、ルート た。
の固定を再確認し、残250mlであることを確認した。22時、家人よりナースコールがあり訪室する
と、ルート自己抜去され寝衣まで血まみれになっていた。当直Dr報告し、残150mlあるが中止とな
る。患者のバイタルに異常はなく、その後入眠された。
元々ふらつきが激しかったが、車椅子に乗車しても体動が激しい為、安全ベルトを使用していた。 短い時間でも体動時には常に声をかけ、見守る必要があった。
しかし、車椅子上で少しずつ動き、こちらが目を離した短い間に車椅子ごと転倒してしまった。
元々循環器科に受診しており，内服薬が入院当日より２週間分処方されていた．今回の入院後 看護師ひとりひとりが患者ひとりひとりに対してどんな薬を内服しているのかという意識が薄かっ
も，引き続きその薬を内服してくださいという指示があり，看護師管理で確認与薬をしていた．与薬 たのではないか，
車に１週間分セットしてあった．毎週火曜日に次の一週間分の内服薬をせっとするのだが，その際
にセットされておらず，三日間誰もそのことに気付いていなかった．その為，三日間与薬がされな
かった
元々徐脈でホルター心電図を施行し、循環器に評価していただく為○／15循環器受診の指示が 他科受診をＦＡＸで流す際、ナースコール対応や・患者の対応・電話対応で・中断してしまい、流し
あったが、受診をＦＡＸし忘れ、評価が出来なかった。日勤看護師が気づき報告を受け主治医報 たものと思い込んだのが、原因。
告。翌日退院決定の為、外来での受診となる。家族には説明され納得された。
原因不明の下痢症状で安静度が変更になった患者。院外から戻ってくる所を探していた看護師に 案制度が変更になった事を理解できていなかった
より発見された
288

改善策
検査室職員が検尿コップに名前を書いてから渡すようにする。

検査説明を行う際は、検便の採取方法についてきちんと説明を行う。その際容器が適切であるの
か、該当患者の氏名が記入されているのか確認を行う。 自分で検便など採取出来ない患者で
あっても、ベッドサイドへ容器をおき、検体の採取忘れ、遅れがないようにしていく。
患者個人を特定してから、伝票を起こす。
検薬時、薬袋に薬を入れる際にはどんな場合においても焼く他院記載内容を確認の上薬を入れ
る。
マニュアル通りの決められた手順で確認作業を行う。

研修中にもかかわらず、指導者が付いていなかったため起こった
準備した担当の看護師に声をかけて行う。情報を得てから行う。特に医師が行う場合は準備をし
た看護師との連携を密にとる。

確認の徹底。教育指導のあり方の再検討。指導者に問題がある。
患者全身の確認・観察をする
準備するところに記載して掲示しておくようにした。
・患者の状態観察の強化 ・見守りの徹底
家族からの抑制の許可があるため、経管栄養中はひも状の抑制帯を使用し、患者本人にも協力
して頂く。
見当識障害あり、意識障害がある患者の危険を考えた環境整備をしていく。点滴架台の位置を手
の届かないところへ置く。
・観察室へ移動し絶えず観察しておく ・車椅子に乗せて、常時連れ歩く ・眠剤により夜間はぐっ
す眠れるようにする ・家族の承諾のもとで抑制する
朝の申し送り時に、夜間の様子を聴き、ミニカンファレンスを行う。その時に対策をたて実践する。
見廻り・見守りが必要。痴呆病棟への転棟を検討中。
早期に不穏の指示だけでなく、抑制の指示をもらうべきであった。
家人についてもらっていても痴呆があり、前回入院時に自己抜去したことがある患者なら頻回に
訪室すべきであった。また、消灯前に点滴を終わらせておくべきであった。

安全ベルト着用時にも観察をする。危険防止に対しての意識をもって行動する。
他科の内服薬ありと書いたビニールテープを与薬車の引き出しに貼る

勤務最後に、思い込まず、仕事内容の最終確認を行なう。 他科受診をＦＡＸした事をその日の
リーダーと確認する。
安静度変更があった場合には理解できているか確認する 初めての入院患者にはチーム全体で
情報を共有する
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具体的内容
減量され、就寝前に内服する予定であった、ユニコン（気管支拡張剤）を夕食にも内服していたこ
とを知る。医師に報告し、患者へは大丈夫であることを伝える。

背景・要因
改善策
前日まで、夕食後の薬を当日就寝前の薬として減量指示であったため、夕食後の薬をセットした 内服薬のセット時、配薬時のチェックリストの再確認を行なう 就寝前のチェックを行なう
ままにしてしまったのが原因。指示を受けた看護師が責任を持たなかった。 ・業務手順・ルール、
チェックの仕組みの問題点
玄関にいたところＯＴ室に走っていく患者様を見かける｡追いかけるとＯＴ室ドアを開けるところだっ 患者様に開始時間の認識がなかった。
患者全員にＯＴ開始時刻を説明する。１０分前に行くよう、理解していただく。
た。中には誰もいないので患者様に何故来たのか理由を聞くと「午後からＯＴ」だとのこと。４５分も
早いことを伝え、病棟に戻っていただく。報告なく病棟を出られると患者様の行動を把握できず、
危険である。
現在リハビリ中の患者。立位可能だが少し不安定な状態であった。１人で立ち上がり、よろけて右 勤務交替時のこともあり観察が薄れた。リハビリで離床がすすんでいるがゆえに、危険行動には ナースステーション脇で観察しながらもおきてしまったアクシデントであり、予防が難しいが、やはり
側に車椅子ごと転倒。頭部は自分で防御していたが、前頭部に腫脹あり。直ぐに血圧、意識レベ 今以上に注意すべきであった。
観察の目を怠らないことが最善の方法であるので、皆で確認しあった。
ル測定。医師に報告。月曜日に頭部ＣＴの予約が入っておりそれまで様子観察で可との指示。レ
ベル低下や嘔吐などの変化はなかった。
言語訓練中にいすに座ったままゴミ箱にティッシュを捨てようとして椅子から転落した。
患者観察不足？
肘かけ付き椅子を使う
個室トイレで前かがみになり患者様にが床に頭をつけた状態で寝ているところを発見する。転倒 ０：３０巡回時、ベット不在の為探すと、トイレ内で排尿中とのことだった。１５分過ぎても出てこない トイレに入って出てこられない場合は早めに声かけする。
の危険があった。自力歩行できず、介助し、ベットに誘導し入眠する。
ため声かけすると反応がないため、ブースを開けて確認した。日常的に排尿に時間がかかるため
声かけが遅れてしまった。
個室にて、化学療法中の患者。点滴台にシリンジポンプをセットしていた。夜間トイレへ行こうとし、 いつもは電気をつけて移動されるがこの日はつけてなかったので暗かった。昨日バッテリーが切 移動の際はコードをはずすよう指導する。夜間移動時、不安な時は看護師を呼ばれるよう指導す
シリンジポンプのコードにつまづき転倒される。
れた為、心配してコード接続のまま移動された。
る。夜間、足元灯はつけておくよう看護師間で徹底する。
個室に居る患者であり、朝食配膳にて訪室。トイレより呼ぶ声がしてトイレのドアを開けると、ズボ 本人は自分で出来ると思っていた。ふらつきも強く、ベッド柵を使用するだけでなく、転倒危険を充 頻回に訪室。 排尿パターンを把握し、事前にトイレに促がし、排尿試みる。
ン・下着を下ろした状態で倒れているのを発見。下肢筋力低下ありリハビリ実施中。以前も転倒歴 分に説明し頻回に訪するべきだった。 ナースコールはあまり押さない患者なので事前にトイレに
があり転倒危険が高かったためベッド柵をしてトイレ時はナースコールするよう促がしていた。だ 促していくべき。
が、自分でベッド柵を外しトイレに出向き排尿。下着を戻す為に体位を戻そうとした際ひっくり返っ
たとの事。バイタルサイン特変なし・外傷なしにて主事医報告。経過観察となる。
個室に入院中の患者Ａ氏を撮影すべきところ、隣の個室に入院中の患者Ｂ氏を撮影した。
隣り合わせの個室２室についての表示は、１つのパネルに上下に並んで表示されている。本事例 確認を徹底する。（医療事故防止マニュアルＰ．６０ 【患者確認】 要点１「ＩＤ番号とフルネームで確
では、上下の個室表示と左右配置の病室について思い込みがはたらいた。また、撮影時の患者 認 」、要点２「患者本人から名乗って頂く」、要点３「リストバンドによるＩＤ番号および氏名の確認」）
の確認を怠っていた。
確認行為自体が実施されなければ、患者の誤認を防ぐことはできない。個室の表示は位置関係を
認識しやすい表記に改善を行った。患者誤認防止のためのバーコードシステムの検討。
個人用透析器の濃度異常・原液ポンプ異常発生。機械の中の原液ポンプを確認する。その間、透 個人用透析器の知識・手技不足によるインシデントである。透析液が濃度異常のまま血液と接触 個人用の器械が濃度異常でバイパスモードに入った時には、むやみに停止工程には入れない。
析液の流れるホース・カプラーを器械側に戻し濃度が立ち上がるのを待ち液をチェックし再開始し してしまう恐れがあるのではという思い込みがあった。その事も今回のインシデント原因の一つで 原液ポンプ異常では器械の中のポンプを確認し異常がなければ、そのまま濃度が上がってくるの
た。カプラーを器械に戻したことにより設定が全てリセットされてしまった。そのため抗凝固剤の注 ある。
を待つ。準備・バイパス工程では器械の外側には透析液が流れないようになっている。カプラーを
入速度もリセットされ、再開始して２時間後に発見された。
戻す必要がない。戻すと設定がリセットされてしまう。
呼び出し患者間違い
確認不足
外来にも確認してもらう。病棟も把握しておく。
呼び声がしたため訪室。柵を外してベッドとヒーターの隙間に転落していた。
入院して間が無い方で精神面でも不安定な状態であった。
頻回に訪室を行い、再発防止に向けての申し送りを行った。
呼吸器（ニューポートE２００）の点検時、呼吸回数の設定値（10回/分）に対し実際は30ー36回/分 ウォータートラップをしっかり締め直すと正常に作動した。蛇管からのリークがなかったので、呼吸 リークがあるとどのような問題が生じ、設定にどのような影響があるかを正しく理解する。
で合っていなかった。設定をやり直しても変わらなかったため主治医に報告し、みてもらった。原因 器が故障していると思い込んでしまった。
がわからず、業者に連絡をしたところリークが原因ではないかと言われた。もう一度確認すると
ウォータートラップが緩んでおり、リークしていた。
呼吸器アラームの警報が鳴った。調べるとセンサーの不良であった。
機器の誤動作
点検整備
呼吸器からの離脱訓練を開始して病室を出た直後にナースコールあり、呼吸困難を訴えられた。 確認不足 観察不足（離脱訓練のための準備をしているときに他患者からナースコールがあり、 訓練開始直後１０分くらいは傍で観察する。訓練中は頻回に訪室して観察する。 業務は集中して
ＳＰＯ２は７７％まで低下していた。酸素マスクを確認すると酸素マスクとチューブの接続部が外れ 業務が中断し集中力がそれた。）
行う。やむを得ず業務を中断したときは最初から確認し直す。
ていた。その後一旦人工呼吸器に接続しＳＰＯ２改善し５時間後に再度離脱訓練開始した。
呼吸器のアラーム音あり訪室すると、気道内圧のメモリ０から動かず。アンビューパラパック装着し 機器管理、整備。
業者に点検依頼する。
て対応。患者の呼吸音はしっかりしている。
呼吸器のシステムエラーの警報が鳴り作動停止。患者は呼吸器をはずし換気を行った。
呼吸器の異常
機器の点検整備？
呼吸器の加湿器のチエツクで注射用水とＭＲ２９０が接続されていなかった。15時の回路交換時 回路交換時の点検ミス。臨床工学技士と病棟看護師のダブルチェック時に看護師は１９時から使 注射用水に勤務帯ごとにマジックで線をいれ、注射用水が減っていくことを確認できるように職員
に臨床工学技士が 接続を忘れていた。看護師とのダブルチェックでも見逃された。１９時から呼 用するので接続しなくても良いと考えていた。準夜の看護師は当然接続されていると考え電源と で申し合わせた。
吸器を装着したがその看護師も見逃した。電源は入っていたが作動時に加湿器のアラアームは 注射用水の量の点検を実施した。深夜の看護師の同様であった。空気の流れにそって点検する
鳴らなかった。8時になって接続されていないことに気が付いた。
ことを怠った為と考える。
呼吸器の回路が割れて穴が開いていた。すぐに回路の交換をした。
回路のメンテナンス
呼吸器回路の交換時期の確認
呼吸器の設定を経過記録に記入する際に吸気圧８を１０と記載してしまい、次の勤務者が経過記 確認不足
記載した後にも正しいかどうか見直す。
録と呼吸器の設定値を合わせたところ違う事に気づき間違えて記載した事に気づいた。
呼吸器の電源をとっているコンセントを電気技師が点検するため加温加湿器の電源を切り、同じコ 点検が終わってコンセントの差し替えをした後、コンセントにショートなどの異常がなく安心したこと すぐに電源を入れ、正常に作動し、患者のバイタルサインにも問題がないことを確認した。
ンセントから電源を取っている心電図モニターのスイッチを切った。点検終了後、コンセントの差し と他の人と話をしていて切り替え後の点検をきちんとしなかった。患者がウィニング中であったこと
替えをしたが、加温加湿器と心電図モニターのスイッチを入れるのを忘れた。夕方、カルテ記録を を考えるとモニタリングは重要であり、観察が不十分だった。
していて思い出した。患者はウィニング中だった。
呼吸器加湿器の水が減り補充を行う際、その場を離れて別な業務を行ってしまったため、呼吸器 判断ミス。知識不足。
加湿器の水を補充する時は、補充が完了するまで患者の側を離れてはいけない。一つの事が終
回路まで水が溢れてしまった。
わった事を確認せず、患者の側を離れてはいけない。
呼吸器回路の温度センサー挿入部がひび割れてエアーが漏れていた。
温度センサー挿入部がプラスチックのため割れやすい。
温度センサー接続部の破損やひび割れなどトラブルが多いことを周知する。適切に扱ってもひび
割れを起こす。以前業者に情報提供し改良してもらったが再度報告する。
呼吸器回路の加温加湿器のヒーターワイヤースイッチがオフになって回路内に水滴が発生してい 機器の点検とアラームスイッチの使用法に関する問題
機器操作の教育
た。スイッチをオンするとアラームが鳴った。
呼吸器回路の劣化による回路リークが発生。回路交換を行った。
回路の品質の問題
回路の製品向上
呼吸器回路交換時ＳｐＯ２が低下していると相手に言われ、モニターを見ると９４％であった。１分 アンビュー回数が少なかった。呼吸器設定などの知識不足。相手が新人だったのに、回路交換に アンビューを行う時、呼吸器の呼吸器回数を目安に行う。新人と組む時は、今から行うことを具体
間の加圧回数が少なかったため、回数を多くするよう伝え行うも、改善せず。酸素１Ｌ流し改善し 夢中でフォローできなかった。アンビューだけでなく、酸素投与を怠った。
的に説明し、理解してもらい、フォローをしながら行う。アンビューだけで改善しなかれば速やかに
た。
酸素を使用する。
呼吸器管理中の患者、咳と共に喀痰の排出が多く頻回に吸引していたが 気管内チューブが６ｃ 喀痰が多量であり、頻回に吸引をしていたため、気管内チューブを固定していたテープが汚染し、 各勤務の交代時にカフを点検する事になっているがこれが徹底していなかったので、徹底する。
ｍ抜けてしまい呼吸状態が急激に悪くなられた。医師へ報告し再挿管され、回復された
ゆるくなったこと。 カフの内容量が少なかった可能性があるが、時間ごとのカフ点検がされていな 喀痰の多い患者は固定状態を十分に観察する
かったこと
呼吸器疾患で状態が悪化傾向の患者。準夜勤務帯から尿流出不良となった。血圧の低下もあり、 患者は状態が悪く、尿の流出が悪くてもおかしくない状況であったことから、先入観があった。しか 個人へ注意喚起。
主治医へ報告、利尿剤やドーパミンの指示あり実施したが、流出不良。準夜勤務の最終ラウンド し、ラインの確認は基礎的な手技である。卒後教育課程であったとはいえ、新人教育の困難さあ
1：00に腹部膨満に気がつき、膀胱留置カテーテルの閉塞に気がついた。体位交換時に体の下に り。
なって屈曲していた。排尿1000mlあり。
呼吸器設定がＳＩＭＶで指示にＭＶの記載はなかった。ＭＶ8ｌであり多いと感じたが前勤務の先輩も 知識不足。経験不足。不適切な管理。
呼吸器設定を再学習する。疑問に感じたことは必ず確認する。
同じ状態で管理していたため確認を怠った。ペアの看護師が多いことに気がつき医師に確認しＭ
Ｖ5ｌに変更になった。たまたま低喚起アラームが頻回になり、ペアの看護師が呼吸器を見て気が
ついた。
呼吸器設定を変更したことに気づかず、採血時に設定が変更されていることを発見。
呼吸器設定は、点滴管理などと同じように、バイタルサイン毎に点検、確認していくことを行ってい 呼吸器の設定変更時、全ての設定を確認。毎時間、設定通りかチャートを見ながら確認を行う。
なかった。
呼吸器点検時、回路の破損を発見
人工呼吸器回路の老朽化
回路交換時の点検の強化。老朽化した回路の破棄
289

7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179

7180

7181

7182

7183

7184

7185

7186

7187

7188

7189

7190

7191
7192
7193
7194

7195

具体的内容
背景・要因
改善策
呼吸器内科・消化器内科の2科から採血の指示があった。まずサテライトで検尿（呼）をBCD発行 知識不足 不注意 機器などへの不慣れ
2科からの採血指示のある場合また、指示が複数に分かれて入力されている場合で尿ラベルを先
し次に採血管BCDを発行したが、消化器内科分のBCDしか発行されてなく、呼吸器内科分の採血
に発行する場合特に注意が必要であることを担当者に理解してもらうこと。
ができず、担当医に連絡し次回来院時採決血となった。
呼吸苦の訴えがあり、レスピレーターの回路を点検したところ回路のリークが原因。Ｉ週間に５回発 回路交換時の正常作動は確認されているが、使用中の回路を細かく点検すべきだった。
回路の耐久性をチェックする方法があればよい。 リスクを考慮して回路の検討をする（ディスポに
生。
替える、消毒方法を変える）。
固定液のままバルンカテーテル自己抜去
固定部位
固定方法の検討
股関節のポータブル撮影後、患者氏名を間違えて入力してしまう。翌日病棟からの問い合わせで 氏名入力時やフィルム整理の際は、責任をもって氏名と照射録の確認をすることを怠った。
フィルム整理の際は氏名と照射録の確認を必ずするように心がける。
気が ついた。
股関節の頚部骨折の疑いで、軸位撮影を行なった。撮影条件の設定ミスで過露出な写真になった 撮影条件設定ミスであるが、この患者さんは、外観から得た印象より皮下脂肪が非常に少なかっ 一般撮影マニュアルにある股関節撮影条件表の設定を見直し訂正することとした。 撮影条件に
ため再撮影を施行した。
たためにX線の透過が思ったより多く、過露出になり再撮影にまで至った。
ついては、知り得た情報の共有化を図るよう放射線科内での伝達を良くし、再撮防止に努める。
股関節撮影において、フィルムサイズを間違えて記載。フィルム整理時に気付き訂正。
確認不足
確認
股関節撮影にて,照射野の確認が不十分であったため照射野内に関心領域が十分に入らなかっ 確認不足
撮影手順どおりの確認をする。
た。再撮影した。
五目ごはんのメニューの時 選択メニュー用紙の印刷時の設定をまちがえ、粥食の人用の選択メ メニュー用紙印刷時に献立を把握してなかった。
メニュー用紙を印刷する時は献立を確認する。
ニュー用紙を印刷しなかった。選択メニュー用紙を回収しそれを入力する時に気が付いた。粥食で
五目ごはんを選んだ人は五目ごはんの代わりに粥とスパゲティのソテーをプラスして配膳した。得
に苦情はなかった。
午後、入室時間になっても、病棟より患者が移送されてこなかったため、再度病棟へ連絡すると連 カテーテル室から連絡を入れる相手は、通常のルールはリーダーナースにするはずが相手を確 ルールの厳守。
絡ミスにより、受け持ちナースへ伝達されていなかった。
認せずに連絡をした。
午後、訪室し、内服カレンダーの確認を行うと、デパス（0.5）・ナウゼリン（10）・エスペラン（10）・大 麻薬副作用がつよく、トイレ歩行にもふらつきみられ、転倒など注意し観察してきたが、内服がカレ Drに報告、夕の分は休薬となり、経過観察となった。また、ご本人に了解を得、内服薬をNS管理と
建中湯が、昼・夜分ともなくなっていたところを発見した。ご本人に確認すると、「ごめんなさい、
ンダー管理であった為、ご本人の意思に任せてしまい、注意不足だった。
させていただいた。麻薬副作用（眠気・倦怠感）が強く、MSコンチンを中止したばかりであるので、
ぼーっとしてて飲んじゃったのかもしれない」との弁。VSの変動なく、特変した症状みられなかっ
引き続き、副作用の観察を行っていく。
た。
午後10時過ぎまで患者の傍で看護を行っていた。術後譫妄があった為、傍を離れる際に安全ベル 術後譫妄が有る為、自己抜管の可能性を考慮して頻回に声かけし、安全ベルトの確認もしてい １） 自己抜管・自己抜去の可能性のある患者には、声掛けを頻回にする。 ２） 患者の傍を離れ
トが緩んでいない事を確認し、別の患者の援助の為に傍を離れた。約10分後、再び患者の個室を た。患者が、上体を起こし強引にチューブを引っぱる事まで予測出来なかった。
る時は、安全ベルトの固定・体動の有無を確認す る。 ３） 患者の傍を離れる時は、他のスタッ
訪室すると、挿管チューブを自己抜去していた。四肢は安全ベルトで固定されたままであった。
フの力を借りる事を考慮する。
午後１２時１５分ころ、ひとりの患者の注入食のボトルが置いてあったため、昼の注入食がまだだ 確認不足
親切心でしたことがリスクに結びつくこともあり、担当が行うことになっていることについては担当
と思い込み注入したところ、すでに担当看護師が注入していた。
者に確認する。
午後１３時のオムツ交換をＣＷと実施、患者は右側臥位に臥床していたが、脊椎が腹側に丸く拘 患者は脊椎の拘縮が強く、両下肢も拘縮があったため、股間が少しでも開くように両下肢の間の１ 今回のようなケースでは、横向きのまま背中側から股間に手を入れれば下肢を持ち上げなくても
縮しているため、右側臥位のままの方が交換し易いと考えオムツ止めを外し股間を通して開いた。 ０ー２０Ｃｍの厚みの枕を常の挟んでいたが陰部の清拭に際しそれ以上に開くような持ち上げ方 良かった。拘縮がある患者の関節可動域を十分把握し、ケア実施にだけ気を取られるのではな
汚染は排尿のみで尿取りパットと安心パットが濡れていたので除去、その後、ＣＷが外陰部から肛 をしたこと
く、患者の全体像を念頭に置いたケアを具体的に実施すること
門と臀部を清拭する段となり、看護師は上側の下肢を持ち上げて拭き易くしようと考えた。患者は
ここ１ヶ月上肢や腰周りから足背まで浮腫が著明となっていたので両手で上になっている下肢の
足首と膝窩部の２ヶ所をやや上に持ち上げ股間を開こうとした時、「グツッ」という音がしたので、直
ぐ中止した。ただちに主治医に診察を受け、左大腿部ＸーＰを撮影した結果、左大腿骨骨折が確
認された。その後整形外科医の診察も受け、状況的にも保存的療法が適切との判断がなされ、患
肢の安静のため股間に一定の厚みの枕を挟んで固定した。体位交換は仰臥位か右側臥位を行
い褥瘡予防に努めるよう、また、患部にはアドフィール貼用１回／日実施するよう指示を受けた。
家族へは、主治医が状況説明を行い、担当看護師も直接話しをして受傷について詫びた。
午後１時３０分頃、処置係であった経験１７年目の看護師が、病室で足載せのないシャワー用車
椅子に移乗し、患者Ａ氏(３４歳)を浴室まで搬送した。浴室内で車椅子の方向を変える為、両下腿
をかかえ上げたところ、バランスを崩し、車椅子ごと後方に転倒した。Ａ氏は交通事故による脊椎
損傷で入院、術後２１日目であった。硬性コルセットを装着し、ベットから車椅子の移動はほぼ自
立、病棟内トイレでの排便自立、日中は数時間車椅子で過ごしていた。下肢の麻痺があり、膝関
節・足関節はわずかに屈曲可能であった。今まではジェットバスを介助で行っており、シャワー用
車椅子をしたのは当日が初めてであった。
午後５：３０食前血糖チェック後インスリン施行の患者。夕食前のインスリンはヒューマリンＲとラン
タスを併用するように指示が出ていた。準夜の看護師はその事をきちんと把握できず、ランタスの
み実施してしまった。記録の際間違いがわかった。患者は異常なく経過する。
午後７時ごろ不穏見られたが会話にて落着かれた。午後８時１０分「オーイ」「オーイ」との声に訪
室すると固定していたベッド柵を外し床に座っている所を発見。右肘擦過傷、バンドエイド保護す
る。
午後からせん妄で、見当識障害がひどくなっていた患者様が準夜帯上肢に入っている持続点滴
のラインを気にされ触る動作もしていたため、予防的にすでにボトルの接続自己抜去予防器具を
つけ、刺入部は包帯で保護し予防に努めていた。しかし18:30訪室すると、ラインを引っ張りボトル
からラインが抜けてライン内逆血しているため、主治医に報告し抜針の許可を頂く。
午後から自己血貯血が予定されていた患者さんに、エスポー２４００の皮下注射の指示がついて
いたが、自己血貯血をする前の午前中に注射を実施した。午後になり、主治医より皮下注射が先
に実施されている事を指摘され、間違いに気付いた。
午後にバネ指の手術患者の昼欠食の申し送りがなった。局所麻酔なのでないだろうととも思い込
んでいた。昼食を食べているのを見て、心配になり医師指示録を確認したところ、欠食指示であっ
た。
午後のＯＴ参加の患者に声かけをしていたところ一人の患者が見当たらなかった。大きな声で呼
ぶと非常階段にいた。階段には鍵がかかっており、病棟から閉め出されている状態であった。
午後のおむつ交換終了後、食堂のテーブルの上を見ると患者の飲み忘れの薬があった。
午後の検温時（14時30分頃）、11:30のBS測定、ｲﾝｽﾘﾝの実施忘れに気づいた。医師に報告後、
血糖値415mg/dlにて指示量のｲﾝｽﾘﾝを実施した。その後、低血糖症状などなし。 看護ワーク
シートには記載があり、朝の業務開始時はマーカーで印を付けていたが、うっかり忘れてしまっ
た。
午後の比較的、余裕のある時間帯であったが、散剤分包の印字で患者様の名前が間違えていた
こと。

1.足載せをはずしたシャワー用車椅子に患者を乗せ、浴室までの搬送を行った。患者の足が床に
着くと移動が難しく、搬送中に患者の体の位置が不安定となった。2.シャワー用車椅子は浴室で
の方向転換がしやすいように、通常の車椅子と違い、タイヤが小さめで患者が座った時に重心が
高くなる為、バランスを崩しやすい。3.下肢麻痺のある患者のシャワー浴を看護師一人が行った。

1.使用用途に合わせた車椅子の使用をする。2.通常の車椅子とシャワー用車椅子の長所・短所を
充分認識し、使用する。（購入した器具の説明書は保管し、初めて使用するものは必ず読み、適
正な取り扱いをする。又、整備点検を定期的に行う。）3.下肢麻痺のある患者のシャワー浴につい
ては、複数の看護師で行う。

インスリン注射伝票の確認不足。患者の情報収集不足。受け持ち看護師ではなく、リーダーが実 インスリン注射指示書と薬剤との照合確認を徹底する。受け持ち看護師とリーダー看護師との情
施している
報伝達を十分にする。
施設ではないので痴呆対応の構造にはなっていない。

ベッド柵固定方法の変更

その日の日勤帯からせん妄状態ひどく、点滴の自己抜針の予測は出来ており予防に努めていた 自己抜針の予想がされる患者には、予防的に自己抜針予防の器具をしっかり装着したり、包帯で
が、自己抜去予防器具の接続の仕方が悪かったためか、器具が残った状態でラインが外れてい 刺入部を保護し、また本人の手の届かない足に点滴を採るなどの考慮が必要だった。また頻回の
た。器具を使用する時はしっかり確認していく必要がある。
訪室やライン類の観察をしっかり行っていく。
・注射薬を施行したことで、自己血が貯血できなかった場合、患者さんにとって過剰治療になり、 実施前にもう一度、薬剤の作用について学習し、患者さんに実施する必要性について確認する。
治療費の請求に関係することが分かっていなかった。 ・オーダー時、注射実施に関して、コメント 前回、どのような方法で実施していたかも確認する。
を入力してもらうことが出来れば、初めて実施するスタッフにも分かりやすかったと思う。
手術前指示受け時、受け漏れになっていた。
手術時の指示は注射、食事、内服薬、浣腸についてどうかチエックを忘れない。手術前日、当日
の受け持ち看護師は再度確認する。
鍵をかけ忘れ、患者が階段に出てしまい、別の職員が、患者が外に居ることに気づかず施錠して
しまったと思われる。
確認不足
業務開始の３原則、業務終了時の２原則（スケジュールの実施を確認する）のルールが守られて
ない。

閉鎖病棟であるため施錠には十分に注意する。施錠後の確認を徹底するよう話し合う。

余裕のある時間帯で、印字ミスはあまり起きないミスのため、油断していたと思われる。

確認する時の手順について、自分なりに考えて、確認漏れが無いよう実施すること。
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食事を片付ける際、薬が残っていないか確認する。
指差し呼称による患者参加の確認の徹底 １．業務開始の３原則 ・受け持ち患者への自己紹
介 ・安全を守るために、患者に名乗ってもらう ・治療や看護のスケジュールを伝える ２．業
務終了時 ・スケジュールの実施を確認する ・帰りの挨拶

7196

7197
7198
7199
7200
7201
7202

7203

7204

7205
7206

7207

7208

7209

7210

7211
7212

7213

7214

7215

具体的内容
背景・要因
午後の訪室時、うめき声が聞かれたため入室、ベットとソファの間に下肢を上げ仰向けになった状 午後の訪室時間まで訪室しなかったこと ＮＳコールが患者の手の届く位置になかったこと
態で発見、冷蔵庫が開いていた。患者本人より「昼食中に冷蔵庫の中の物を取ろうとしたら前につ
んのめりになっちゃった」と訴えていた。叉、転倒する時手をついてしまい、手の痺れと痛みをと訴
えた。 ベットの高さを最低にし、臥床安静しバイタルチェック実施。両掌の痛みの訴え強く触った
だけでも「痛い」 と言うが関節可動域ＮＰ、発赤腫脹なく、様子観察し主治医へ報告。主治医はそ
のまま経過観察を指示、 湿布処方、貼用する。 その後、主治医診察、痛み止め使用可にてレペ
タン１Ａ舌下、痛みの訴えが落ち着いた。
午後休診の時に患者が来院。医師が不在のため、診療・医療行為が出来ない旨を患者に伝える 会話中に感情的になってしまった。 病態上の治療方針が確認されていなかった。
も理解が得られず、他院受診するも不快感を与えてしまった。
午後出血時間の依頼書があったので行ったが、午前中に済んでいる人だった。結果入力時に気 午前中、出血時間をした人は電話で検査室に結果を伝えたので、双方ともに依頼書を片付けるの
がついた。
を忘れていた。
午後処置担当は１人であった、点滴指示を診察室より伝票をもらい１人で確認したところソリタT1 担当は交替で昼休みで手薄でありダブルチェックを行なわなかったこと。
をソリタT3と読み間違え施行注したしまった。
午後予約の方が午前中に採血と採尿だけ実施していた。その検尿の検体に外注項目があった
ラベルの確認が不十分であったこと。
が、気付かず午前中の診療が終わった時点で、検尿検体を廃棄してしまった。午後再度患者に採
尿して頂き検査は実施できた。
午前１０時にフランドールテープを患者様に貼るのを忘れた。
保管場所が最近変更になった。看護師が持ち歩く週間検温表にも記載ないため誰も気づかな
かった。
午前１０時頃、患者様が床下収納の床の段差に躓いて転倒｡前額部２ｃｍを切傷しステリー３本使 以前にも２人ぐらい同じ場所で転倒していたが報告をしなかった。
用する。
午前１時に付き添っていた患者の妻がナースステーションに来られ、ドンという音がして目が覚め OP後の患者であり、体動が低下しているため、時々ふらつきあり、筋力低下があると予測される。
たら、患者様がTVの前に座り込んでいたと言われる。トイレに行こうとしたようだと。 訪室すると、 夜間であり、眠っていたところ、トイレに行きたくなったため、よけいにふらつきがあったと予測され
患者様は既にトイレを済ませてベットに横になっている。痛みはなく大丈夫とのこと。 VS測定す る。
る。変わりなし。頭部の打撲はなく、臀部を打撲したとのこと。 外科当直Drへ診察依頼する。診察
あり経過観察指示あり。
午前１例目のカテーテルが早めに終了した為、次の患者の準備が出来次第、カテーテル室へ移 病棟内の連絡体制が上手く作動していない。
送を依頼したところ、１５分経過しても入室してこなかったので再度連絡をすると、まだ準備が出来
ていないとの事であった。しかし、受け持ちナースは準備が出来た事をリーダーナースへ報告しな
かった為、入室出来なかった。
午前２時に右側臥位に体転し、午前３時３０分に柵の間に腕を入れておられ、柵に血が付いてい 高齢者の皮膚は弱く、物に当てる、人が持つなどにより皮膚損傷を起こしやすいため、注意が必
るのを発見する。右肘と手背部の表皮が剥離していた。
要である。
午前２時の定期巡視時、ニトロール５Ａを２ｍｌ／ｈでシリンジポンプで投与中であることを確認す 器械だけの点検になっており、患者ルートまで点検できていなかった。アラームの設定時間がか
る。午前５時の時点で残量に変化が無く、不審に思い三方活栓を見たところ閉塞している状態で なり長くなっていた。
あった。
午前２時頃同室者の患者さんよりナースコール有り。訪室すると寝返りをしたら床に落ちたと報告 ベッドの右側にベッド柵がなかった。
有り。訪室時患者はすでにベッド上に座っていた。足元から落ちたが頭は打っておらず左大腿に
痛みが軽度有りとのこと。
午前３時５０分、ナースコールあり訪室すると、患者がベッドの上にすわっており、トイレに行った後 ・危険予測が不足 ・患者への指導不足
転倒し、ズボンを濡らしてしまった、と訴える。疼痛自制内で機能障害ないため、入眠を促し様子
観察とした。 夜間入眠時に靴下を履く習慣があり、靴をはかずにトイレに行き、滑ったものと思わ
れる。
午前3時患者本人がベットより転落したと朝のラウンド時に事後報告があった。ベット柵は3つ付い 柵が1つなかった。
ていたが、ない1つの場所より転落したと。左手より落ちたとのこと。外見的に異常無し。痛み無し。
バイタル異常無し。担当医報告。様子観察となる。
午前５名、午後３名の患者の透析入れ替え中に、午後２例目の患者様の穿刺直後に医師より透 透析室看護師２名のうち１名がベッド移動後に申し送りを受け、もう一人が血圧測定と穿刺の介助
析前体重測定をしていないことを医師より指摘される。すぐに体重測定をする。
をしていたため煩雑だったうえに、２例目の患者様を待たせていた。 ２例目の患者を１５分以上
待たせたので焦りがあった。 医師も病棟にＨＤ終了した患者の返血を待たせていて、早く穿刺を
したいという思いがあった。 確認が不足していた。 医師と看護師が声をかけるというルールを守
らなかった。
午前6時に体位交換を行なった。その際、点滴ルートの閉塞を確認したが接続が緩んでいることは 体位交換するときはルートの閉塞や接続の緩みが起こりやすいことを注意していなかった。滴下
確認していなかった。その後も滴下の確認は行なっていたがルートの確認は行なっていない。勤 の確認は何度か訪室時に行なっていたがルートの位置、接続、閉塞、破損などの確認は行なって
務交代した看護師が点滴の接続が外れていたことを発見。
いなかった。
午前6時検温の際、病室に不在。当直で捜索したところ、病院駐車場を歩いているところを発見。 患者指導。観察巡視の不足。
自室へ連れ戻す。
午前７時３０分頃、ドスンという音がして振り返ると、麻痺側を下にして倒れている患者を発見。右 患者がよく行き来するホールに丸椅子が置かれていた。 夜間はフラツキが強かったが朝方は
肘、右大腿を打撲した、とのこと。皮膚観察するが、変色・腫脹・発赤なし。痛みの出現もなく状況 安定してきていたために「一人で大丈夫だろう」との思いがあり動作を注意深く見ていなかった。
観察中。テレビカードを買おうとして中腰では辛く、近くにあった丸椅子に座ろうとしたところ、座り 患者は絶対に転ばないという保障はなく、特にふらつきのある患者だったため部屋から出てこよう
が浅くバランスを崩した、と本人より。 ホールにスタッフ１人、カウンター前にスタッフ２人いたが、 とする場合は、意識的に動作に注意する必要があった。 また本人には椅子に座る際に安定した
誰もバランスを崩す瞬間は見ていなかった。 患者は歩行レベルだがふらつきがあり、１人でトイレ 場所に腰掛けるにはどこに体や椅子を動かしたら良いのか確認するよう説明する必要があった。
へは行ってしまうこと多かったが、遠目見守りレベルだった。転階当初よりはリハビリもすすみ、バ
ランス良くなってきていたが、夜間も大きくふらつくことあり、見守りはしている状態だった。 朝方
はバランスも良くなり、ふらつくことも少なくなっていたために「１人でも大丈夫だろう」という思いが
あり動作を注意深く見ていなかったことが今回の転倒の原因と考える。 患者は、絶対に転ばない
という保障はなく、特にA氏の場合ふらつきもあることから行動を観察し、廊下に出てきた場合、出
てこようとする場合はその動作に注意をして「この人は転ぶ危険性がある」と意識する必要があっ
た。 またA氏の情報より丸椅子に座ろうとした、との話だったが、丸椅子は座る部分が丸型で小さ
く背もたれつき椅子に比べ安定性は悪い。ふらつきのある患者にとって丸椅子は座りずらいもの
であり転倒のリスクは高くなってしまう。このことを患者に伝え、今後は背もたれつきの座面の広い
椅子に座ってもらうよう説明すると共に、患者がよく行き来するホールに安定性の悪い丸椅子を置
かないようにする必要があった。また本人に椅子がどこにあり、安定した場所に腰をかけるにはど
こに体や椅子を動かしたら良いのか確認するよう説明する必要があった。
午前7時30分頃訪室すると，患者が床に転落していた．
・以前から右半身にやや麻痺があったが，明け方にかけて麻痺が強くなり，レベルも低下し，ベッ
ドサイド排尿時，転落したと考えられる．・7時の時点では入眠していると思い込み，意識レベルの
確認はしていなかった．・ベッドに４点柵をしていなかった．
午前８時３０分 配膳車の上に置いていた与薬トレイから 二人分の患者の朝食後を右手と左手 １ 誤薬防止対策マニュアルが守られていない ２ 同時に二人に患者の薬を持った ３ ベッド
にそれぞれ持ち確認して与薬したつもりが 間違って服用させた。主治医報告で 血圧降下剤が ネームと本人の名前と顔と薬を照らして確認しなかった ４ 名前を声に出して 与薬したが 違う
入っていたのでその日は安静臥床とし血圧測定を各勤務帯で行ったが 異常なく経過した。
患者の薬を服用させた
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改善策
ＮＳコールを患者の手の届く位置に置く

方針を確認し、具体的な指示をもらう。
出血時間を行った人は必ず依頼書を片付ける。
ダブルチュック
ラベルにAlbのコメントが入っているので充分確認すること。 Alb依頼時にラベルを赤でマークする
よう徹底する。
週間検温表に記載するようにして、目につくようにする。
事務所に報告し現状を確認してもらう
頻回に訪室した。 夜間のトイレ歩行時はNSコールを押すように度々声かけをする。

スタッフ間で、共通理解を持てるよう再度病棟会などで伝達。

柵の間に手が入らないようにスポンジマットをマットレスと柵の間にはさむ。柵に手が当たっても傷
付かないように柵にタオルを巻きつけ保護する。
持続点滴患者の点検項目にルート点検を追加する。
ＡＤＬ自立している患者でも転倒・転落するリスクはあるため様々な場面を考え予防に努めていく
必要がある。
・患者に、トイレ時は靴をはくか、靴下を脱ぐように指導 ・巡回数の増加

柵をもう1つ増やしましょうと勧めるが、本人拒否。十分注意して頂くように促がす。
ルールを守る。

体位交換するときはルートの閉塞や接続の緩みが起こりやすいことを念頭におき注意していく。滴
下の確認を行なう際、ルートの位置、接続、閉塞などの確認を行なうようにする。
巡視の強化。
ADL自立して来ている患者、病棟の日常生活においては、フリーの状況でも問題なくなってきてい
る時期であった。患者本人の不注意による部分もあると考える。転倒はどんな状態の患者であれ
起こりうると考え、看護する・介護するとしているが、当患者のレベルでは、看護者はまさか転倒す
る、ましてやそのような行動をとるとは思わなかったと考える。当患者の転倒を起こさないプランの
中には、「椅子に座ったり、等の時、安全か？」と上がっているが、思わぬ行動を起こした時の対応
として、患者に転倒の危険性・安全に過ごすための方法論を指導し、行動を安全に拡大出来るよ
うに看護していけるように指導する。 上司の助言にもあるようにＡＤＬの拡大する時期には、必
ずと言って良いほど、転倒事故を起す。ＡＤＬが向上しているリスクを受け止め、タイムリーに指導
を繰り返して、患者に自信をつけるよう関る事を期待したい。

・主治医に報告をし，緊急検査の指示を受けた．・転倒リスク評価表を活用し，患者の行動にあわ
せたベッド周りの環境を整える．
１ マニュアルを再確認し 把握する ２ 薬をトイレから持ち出す時は必ず一人分だけにする ３
ベッドネームと本人の名前と顔と薬を照らして確認する ４ 薬の袋に書かれている名前を見なが
ら声に出して与薬

7216

7217

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225
7226

7227

7228

7229

7230

7231

7232
7233
7234
7235

具体的内容
背景・要因
午前８時３０分頃食事介助をしていた為、配薬の依頼をしたが配り忘れがあった。配薬確認しな
依頼した配薬について確認しなかった。配薬車を再度確認しなかった
かった為そのままとなる。昼食後配薬時、朝の薬が配薬していない事がわかり、医師へ報告し朝
の薬を昼に、昼の薬を寝る前に内服してもらうよう指示を受ける。
午前９時３０分頃ＮＩＣＣＵにて６件のポータブル撮影がありました。その際、最後の２人の患者様 確認の怠り。
の名前を間違えました。Ｃ氏はＡ君を撮影後、誤ってＢ君の照射録にカセッテ番号を記録し、Ｂ君
を撮影後残ったＡ君の照射録にカセッテ番号を記録したためだと思われます。そもそもＡくんを撮
影する際にＢ君の照射録を用意していたものと思います。
午前９時３０分頃内科入院中のＡ氏（８６歳）の側注の点滴注射の接続に行くと、高カロリー輸液の １ 点滴ルート接続の確認をしなかった。 ２ 接続したと思いこみをした。
点滴ルートの途中に結び目ができていた。その結び目を直し、メインルートと側注の点滴滴下を調
節し看護師詰め所に戻った。しばらくして同病棟看護師がＡ氏のシーツの濡れに気づき確認した
所、側注の点滴をメインルートにつなぎ忘れて居る事に気づき接続した。
午前９時頃、ナースステーションにて朝の点滴準備をしていた。一つのトレイにて５人ほどの点滴 一つのトレイにて複数の患者の点滴準備をしていたことによって間違いを起こしやすい環境であっ
を、準備したボトルは奥で準備中のボトルは手前にするように行っていた。ある患者のエリスロシ た。点滴準備中であったがナースコールに気を取られてしまうなど自分自身の集中力が欠けてい
ンを注射器にて溶解中、ナースコールがなり目を離した後、確認せず手前にあったボトルに混注し た。
た。すぐにボトルを確認せずいれた事に気が付き確認すると、すでに準備を終えていた患者のボト
ルに誤って別の患者の注射を混注してしまっていた。すぐに副師長の報告し、間違った薬液を破
棄して新しく準備を行った。
午前のラウンド時ベッド不在であった。トイレか散歩と思い経過観察。昼食時も不在のため、病院 通常の行動で、そのような衝動的行動にでる予測ができなかった。また、午前のラウンドから昼食
内と周辺を捜索。不在にて自宅に電話を入れたところ帰宅していた。「家に帰りたくなったので帰っ までの2時間、確認をしなかったのは職場として問題である。
たとの事。自宅へ迎えにいった。患者に怪我はなかった。
午前の手術の患者。コンピューター上で確認をしたが、午後からだと思い込んでしまった。病棟に 看護師が思い込んでいた。 他の看護師とも確認を行わなかった。
届く手術予定表では午前の電話待ちと見れば分かるようになっていた。患者は最初の手術が長引
き結局午後からの手術になったため、処置等で迷惑をかけることは無かった。
午前の点滴時に、同室患者のベッドを間違えた。「Ａさん」と声をかけてカーテンを開けて入床した 声をあげて名前を確認したことで、早期に間違いが発見され、これに対しては良かった。報告をし
ところ、発生した名前とベッドネームが違っていたのでおかしいと思ったところ、患者の方が先に、 なかった自分の判断ミス。
「いつも自分の点滴している抗生剤と違う」と点滴についての質問あり。「ベッドを間違えました」と
謝罪したが、不安な顔つきがよくわかる程だったので、謝りながら、少しの間（動揺が消失するま
で）ベッドサイドにいた。施行間違いまでいっていなかったため、上司に報告をしなかったが、後日
患者より、回診時に訴えがあったとの指摘があり判明した。再度患者に謝罪し、午後の点滴時に
患者の表情と反応を確認しながら声掛けに努めた。患者はＯＰ前後に神経質な感覚を受けやすい
方であり、精神的ダメージを考え会話をしながらフォローした。
午前中、ＧＦで来院の患者、同日のＰＭより全腹部のＣＴ・腹部エコー・心エコーの予約が入ってお 知識不足
り、胃カメラ後、ＣＴ・エコーはできない。予約を調整し、ＣＴ・腹部エコー・胃カメラをＡＭ中にし、昼
食を食べてもらってからＰＭより心エコーに来院してもらうことにした。
午前中、他の受持ち患者Ａの点滴作成中に、リーダーより「患者Ｂさんにヴィーン３Ｇを１２時間で 作業中断し、次の作業へ移行する際、頭の切り替えができていなかった。３日間受け持った患者
落とすようにつなぎかえる。伝票がないから注意すること。」と医師からの口頭指示を受け、作業 で、顔を覚えており、リストバンドでの確認を怠った。度々訪室していたのに発見できなかったのは
中断。ヴィーン３Ｇを手に取り、患者名を記入したが、その名前は作業を中断する前に点滴作成し 確認事項を漏れなく確認しなかったためである。
ていた患者Ａの名前であった。誤りに気が付かず、患者Ｂの部屋に行き、点滴を換える旨、説明し
たが、その時、リストバンド、点滴ボトルの氏名を確認せず接続した。その後、バイタルや観察、点
滴つなぎ換え等で度々訪室するが誤りに気付かなかった。午後、介助手伝いの看護師が点滴ボト
ルの氏名の誤りに気付いた。患者に異常はなかった。
午前中、褥瘡交換時には痛みの訴えなく、そのまま右側臥位を保持していた、昼食のため体位を 屈曲拘縮のある患者への体位交換や体位保持の理解不足。
整えようとすると左の大腿部痛を訴える。
午前中CTの検査があり、朝食は検査のため延食だったが、一日中延食の指示が出ていた。検査 確認不足
が終わって昼食時に気がつく。
午前中に外来で来られて生化学などの検査が出ていた患者が、入院後に16時血糖の指示の出 入院の患者への追加と思い込み診察場の確認を怠った。
たのを外来の検査に追加してしまった。容認担当者が報告場所が外来診察場で1日血糖なので不
審に思い問い合わせがあった。２Ｆだと思い込んでいたため２Ｆに報告するように容認担当者に頼
んだが、その後2枚の依頼書をみて、午前の指示が外来であったことに気が付く。２Ｆに最初の報
告書を破棄してもらい新たに報告し直した。
午前中に血小板が届いたと連絡を受けた日勤の看護師長は病棟に届けるように指示した。受け ・発注した医師の連絡方法の不徹底と指示記載不明確 ・受領した事務員、看護師ともに、取り扱
た病棟の看護師は血小板を処置台においたままにしていたため医師が予定時間に到着したとき い知識不足と手順の不周知
は時間が経ちすぎて使用出来なくなり再度発注することになってしまった。医師は血液センターへ
は午後の便で届けるように手配していたが、血液センターの手違いで午前便に配達になってい
た。
午前中に撮影したフイルムが見つからなかったので、再現像した。午後ｶｳﾝﾀｰを整理していたら、 看護室内の整理整頓ができていない。画像フィルムの置く場所のﾙｰﾙが守られていない。
見つかった。
午前中に水薬準備を行った。患者様に指示された薬剤をシリンジに吸った。この時、処方箋を見な 水薬を準備する際に、投与時間、投与方法は頭の中で考えていただけで、声だし確認が出来てい
がらＴさん、JMSのシリンジでアルファロール0.2mlと声に出してシリンジに吸って準備をした。投与 なかった。薬剤準備する際に声に出して氏名・量・種類・投与時間・投与方法全てが確認出来てい
時間の14時に、受け持ち看護師が水薬を児に投与する際に処方箋の0.2mlと指示にあったもの
なかった。また、この時病棟は特に慌ただしいこともなく自分自身も落ち着いて水薬準備が行えて
0.4mlで準備されていたことを発見した。受け持ち看護師は指示通り0.2mlの量を児に投与した。
いた。しかし、このようなことが起こってしまったかというと、十分な確認ができていなかったからで
あると考える。集中力に欠けていたためにこのような間違いが起こったと思う。
午前中に入院患者に対し、ロキソニン２錠２×７日分の処方オーダーがあり調剤した。夕方当直帯 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 （２重監査は行っている）
になり、病棟看護師から「薬袋に１２錠しか入っていない」と当直者に連絡が入った。薬袋を確認し
調剤し直した。
午前中に腹部エコーと、食道透視の検査予定の患者。配膳の板に検査待ち食と書いてあったが、 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
間違って配膳し朝食を摂取させてしまった。主治医へ報告し指示を受けた。結果腹部エコーを後
日に延期し、食道透視の予定時間を延長した。患者へ謝罪し、再度検査説明を行った。
午前中の外来でγーGTPの依頼を、検査科PCに入力忘れがあった。外来看護師から電話連絡あ 注意力不足
り、15分後に報告となった。
午前中の抗生剤を施行するのを忘れてしまい、他の看護師が気がつき午後３時に施注した。その 持続点滴のことばかり気になっていた。 注射処方箋を施注後はすぐにファイルに戻すことになっ
後医師に報告し、夕方の分の抗生剤を午後９時以降に行った。
ていたが、それを行っていなかった。 最終的に処方箋をチェックしなかった。 リーダー業務を
行っており、他の事に気をとられていた。
午前中の滴下指示を見落とし、生理食塩水に抗菌剤を注入し忘れてしまった。午後の点滴時に別 指示箋の見落とし。 点滴作業の際の手順等の不備。
の看護師が発見し、医師に連絡し滴下時間の変更後、申送りのうえ実施した。
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改善策
依頼したことを確認する事配薬者を確認する事
撮影前に必ず照射録で患者様を確認する。ＮＩＣＣＵやＩＣＵのように同じ空間で同様な状態の患者
様を撮影するときは特に注意が必要と思います。
１ 点滴ルートの接続の確認を行う。

複数の患者の点滴準備をする際、できれば一人に一トレイ使用し準備を行い、最低でも準備した
点滴と準備中の点滴のトレイを分けるようにしていく。ミキシング後薬液を混注する前に必ず患者
氏名、薬液を確認する。注射準備をおこなっている間は一つの事に集中して別の事に気を取られ
ないようにすると共に薬剤の取り扱いの重大さを念頭におき慎重に準備を行っていく。
帰室してすぐに離院ペンダント着用。
基本に戻り１人ではなく、２人の目で確認をする。 手術予定表をもう一度見直し、分からないこと
を確認しておく。 コンピューターと手術予定表を確認すべきであった。
確認することで、施行前に誤りに気付いた例だが、確認が儀礼的になっている部分はなかったか
を反省することと考える。声だし確認はもとより、点滴ボトルでのフルネーム確認、ベッドネームと
の確認を怠り無く実施していくことが重要。また上司への報告は、どんな些細なことであれ必要
で、上司も一緒になって謝罪することにより「この病院は、間違いはちゃんと謝ってくれるんだ」との
安心感を患者にも与えるので、こちらも怠り無く報告するよう指導した。

検査の入れ方、説明の仕方がわかってないのではないか？
確認方法（特にリストバンド確認、声だし確認、患者氏名を言ってもらう）を再指導した。

拘縮がある患者の体位交換や体位保持について申し送り外転・外施・内転・内施強い力が加わら
ないように枕をかませて体位を整える。
看護師も指示が出れば、その指示を確認しおかしければ再確認する。また指示を1人だけで確認
しない。
入力時の確認とチェックの徹底

・取り扱い手順の院内周知 ・事例公開し、注意喚起

看護室の整理整頓。作業ﾙｰﾙは守る。
与薬準備をする際には必ず氏名・量・投与時間・投与方法を声出し確認する。再度、基本に戻って
確認を繰り返すことを習慣づけていく。また、水薬準備をした後に再度初めから全員の水薬の量
が指示量とあっているのか確認し、間違いの早期発見に努めていく。そして、基本的なことである
が、集中力が欠けないよう注意深く何事も行っていく。
・調剤時の計数を十分に確認する。
・配膳の際、板に書いてある事項を確認する。 ・ベッドサイドのケア板も確認する。
あせらず確認する。
ダブルチェックを確実に行い、点滴のあるのを忘れないようにする。 リーダー業務など、他の業務
が忙しいときには看護師間で業務を分担できるように働きかけていく。
確認作業の徹底。ダブルチェックや指差し呼称等より確認を行うよう指示。

7236

7237
7238
7239
7240
7241

7242

7243

7244

7245

7246

7247

7248

7249
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7255
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7257
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7259
7260
7261
7262

具体的内容
午前中ほとんど臥床していて声掛けにも返答は乏しかった。昼食配膳時に「カットバンをください」
と言うため理由を問うと左手背に切創見られ止血している。○／３１ー○／２までの予定で外泊し
ていたが○／３１夜、不機嫌な表情で帰院し、○／１の朝食も拒食していた。「デパスを１０錠くら
い飲んだ。我慢しようと思ったが出来なかった。」と言う。自宅で家族とのトラブルがあったとのこと
である。
午前中妻付き添いあり。昼食後、妻帰宅。患者一人となった際、柵を乗り越え転倒。同室者発見。
転倒時、頭頂部を打ったとのことだが、痛みはわからず、外傷なし。バイタルサイン・意識レベル変
わりなし。Dr報告し、経過観察。
後日Ａ氏とＢ氏のレントゲンが入れ替わっているのが発見された
誤薬、患者間違い。
誤嚥
誤嚥の為、絶食・ＮＧチューブより注入中であった。訪室すると、安全帯から手を引き抜き、ＮＧ
チューブを自己抜去している。テープ固定はされたままで、30分前のラウンド時は異常なかった。

背景・要因
小児科でも同様のことを起こしており情報が/

頻回に訪室し傾聴する
.

改善策
自分の気持ちを表出できる方法を話し合う

危険な刃物を回収する

今回、入院中、ベッドから降りたり転倒のリスクのある患者であったため、離床センサーとりつけて 離床センサーをとりつける。（現在ないため、空き次第取り付ける。）
いたが、レベル低下あり、自己にて起き上がる力もなくなったため、離床センサー取り外していた。
その後、回復し起き上がれるようになっていたが、離床センサー外したままとなっていた。
レントゲン袋に入れる時に確認が不十分だった。
声を出して確認する。
あらかじめBOXに配薬する際に間違った。
名前の呼称、本人確認、声だし確認の徹底の検討
観察不足
配膳時、固い物は事前につぶしておく。
喀痰ＭＲＳＡ（＋）のため、転室2日目。本日より吸入や鼻腔軟膏塗布、明日のＰＥＧ準備の為、ＥＣ カンファレンスにて、再三の訪室と観察を行うことになった。
Ｇ・採血があった。環境の変化と処置の為、ストレスからか発語・体動が活発になっていた。今まで
ＮＧチューブを4回自己抜去してしていたが、安全帯による抑制とテープ固定の工夫で10/23から
自己抜去がないため、日常の計画のまま援助していた為に予防できなかった。
誤嚥性障害で食事摂取できず、嚥下障害がある患者であり胃瘻増設している患者である。朝、
数日前よりぺグ挿入部周囲発赤あり、皮膚がやわらかくなっていたのにもかかわらず強く接続を 無理やり強く押し込まない。ぺグの周囲を持ってから接続を必ずはめる。
昼、夕と胃瘻部より注入を行っている。朝の注入をするため胃瘻にイリゲーターカテーテルを接続 はめようとしてしまった。
しようとすると胃瘻の蓋の部分も押されて皮膚内に入ってしまう。数日前より胃瘻部発赤あり周囲
の皮膚グスグスであったためか浸出液多量に排出される。主治医報告し、胃瘻使用しばらく中止
となる。
誤嚥性肺炎で経管栄養中止中であり、内服薬も中止されていると思い込んでいた。内服薬エンテ 指示の確認不足であったと思う。
慣れていないこともあり、もっと確認すべきであったと思う。
ロノンＲ１g昼食後投与予定であったが、ぬけてしまった。準夜Ｎｓに指摘され気が付いた。
誤嚥性肺炎にてレビンチューブ挿入中の患者であった。アルコール症あり、理解力の不十分な患 発熱や呼吸状態の悪化から、体動が低下していたため、抑制はしなくても大丈夫であろうと判断し 患者の状態に応じて説明を行ったり、必要時抑制帯の使用、チューブの固定の補強を行っていく。
者で、2度ベッドから転落しており、適宜抑制を行っていた。肺炎による高熱もあり、以前より活動 た。
低下していたため自己判断で抑制をおこなっていなかった。21時訪室時レビンチューブ抜けて患
者の頭元にあり、主治医、師長へ報告する。主治医にて再挿入される。
誤嚥性肺炎をくりかす患者で救急車で来院 全身状態が悪く酸素吸入点滴と処置がされ突然両 救急患者処置の場合 口答指示での処置になるため思い込み作業をする恐れがある
医師からの指示が出たとき必ず復唱して処置を行っていく またオーダーが出る控えで確認する
眼を開き全身の硬直性痙攣をおこす抗痙攣剤の投与が行われ 血圧が低いのでカタボンがシリ
ンジポンプで開始される 何回かバイタルサインチェックをしているうちに血圧がおちつきレントゲ
ン撮影へ移動となりルートを整理した 抗痙剤ははずし 医師の指示 ついカタボンもはずして
しまう 同僚看護師からなぜはずすすのかと指摘され間違いに気づく
交叉適合試験の結果を入力せず、支給票を印刷し払い出しを行ってしまった。読み合わせを行っ 確認ミス
支給票の内容をすべて読み上げ確認を確実に行う。
たのにも関わらず検査技師、看護師とも気がつかず輸血を実施してしまった。転床した先の看護
師がカルテを確認していて１１月１７日に気づき輸血担当技師に問い合わせがあった。交叉適合
試験は実施しており陰性であった。
交通外傷で救急車で運ばれてきた。本人は来院時ＪＣＳ300であった。一緒に来院してきた友人に 本人の意識がなく、一緒に来院した友人も名前を知らなかった。患者の状態は重症であり、少しで 本当の名前が判明した後、点滴・検査の入力の訂正を依頼した。
名前を聞き、カルテを作成した。後に両親が来院し、本当の名前が判明し、本人のカルテを出し も早く処置・検査を行う必要があった。また、身分を証明するようなものも見当たらなかった。
た。採血・レントゲン・ＣＴなど間違いのＩＤ・名前で施行しており、後から訂正をしてもらう事となっ
た。
交通外傷にて入院の患者で外科受診が終了するまで絶食の指示があったが、食事のオーダーが 看護師・看護助手共に一覧表の確認不足があった。また両者とも患者の状態把握が出来ていな 一覧表を見落とさないようチェックしていく。一覧表見やすく記入する。Ｄｒは絶食の指示どうりに
されており、看護助手が配り摂取してしまった。配膳を一緒に行ったが気付くことが出来きず他の かった。入院時から絶食の指示があるのに関わらず食事のオーダーが入院の時点でされてい
オーダーを行ってもらう。食事のオーダーの確認を行い、看護師間の連絡を密にとる。
看護師が気付いた。一覧表で食事の延食の患者は確認できていたが、絶食の確認が出来ていな た。患者への説明はされていたが配膳されたので食べたとの事であり充分では無かったと思われ
かった。主治医報告行い、患者にも変化なく外科受診後食事開始となる。
る。
交通事故（被害者）の診断書を医師が記載したが、その中の、患者氏名の１字と生年月日が誤っ 診断書を記載した医師、それを確認した他職種の確認が、十分に行われなかった。
診断書を記載した医師、それを確認した他職種の確認を十分行う。差し支えないものについては、
ていた。患者から当院に苦情の電話が入り、誤りが発見された。
患者に見ていただいて、確認をしてから渡すことが望ましい。
交通事故で患者二名の親子が、一般撮影のオーダーで来られて娘さんを撮影室に入れ撮影しフ 患者確認の問題で、意識は清明であり手順の問題
マニュアル、手順の徹底
イルムを出力する際に母親の名前になっていた。修正し出力する。
交通事故で来院された患者にレントゲン撮影の指示があり、撮影後、再度診察の予定であったが 確認不足 思い込み
診察が終了したかどうかはカルテでしっかり確認する。
終了したと思い込み帰宅して頂いた。その後患者に電話で謝罪し、医師からレントゲンの結果につ
いて説明した。
交通事故の診断書の住所を間違えて患者に渡した。
確認不足
確認をダブルチェックする
光凝固レーザー虹彩切開術（ＰＣ）のブルーの札が挿入されていたので，オーダーをパッと見て網 以前にも同様な間違いをしており，本人の注意不足は否めない。本人曰く忙しくイライラすると，集 本人の再教育。ＰＣの札の色を網膜用と虹彩用を分けるようにした。
膜ＰＣと思いこみ，縮瞳薬を使用するところを，散瞳薬を使用してしまい，他看護師より指摘され気 中力が欠けてしまい事故を起こしてしまう原因を作っている様な気がする。
付いた。医師より患者に説明しその日の治療は中止となった。
光線療法のアイマスクが外れていた。約３０分
沐浴後の水分のふき取りができていなかった。
沐浴後は、十分に水分をふき取るよう徹底
光線療法止めの指示がでていないのにとめてしまった。 １０時、口頭で光線療法開始の指示が 指示内容の意味を取り違えた。
指示に疑問がある時は、Dr.に確認を行ない行動する。 疑問に思ったまま指示を行なわない。
でる。 １２：３０、カルテで指示の確認を行う。注射の指示欄に一時的に光開始 １４時まで メイ
指示を分かりやすく書いてもらう。 検査データと処置をつなげて考える。 チームのリーダーに報
ン６ml/hrの指示がある。光線療法を一時的に１４時まで行なうという指示と思い、１４時に光線療
告・相談する。 点滴の指示をひろうときは、一緒に確認をしてもらう。
法を中止する。 16:20頃、準夜看護師がカルテを見て、光線療法の中止の指示がないのに中止さ
れていることに気付く。
光線療法中、生後６日目のベビー。光線療法を一時中断し、沐浴を実施した。沐浴後採血。母親 母親から指摘されたときの初期対応が悪く（謝罪の言葉がなかった）母親の不安を増幅させてし ひとつひとつの行為を確認しながら行う。自分にミスがあったときにはまずきちんと受け止めて謝
が授乳のために面会に来院したため、授乳時はコットに寝かせた。採血の結果光線療法続行の まった。
罪し、相手の気持ちになって対応する
指示がだされ、授乳後のベビーを再び保育器に収容し、光線療法を再開した。その後点滴の準備
をしていたところ母親が児がアイマスクをしていないことに気がつき「アイマスクはしなくていいので
すか」と質問された。装着を忘れたことに気がつき「そうですね。しておきます」と答えたが、患者の
両親はその言葉と助産師の対応に不満を表した。
光線療法中のベビーが衣類を着たままクベースに収容されていた。検温を二回行っていたが、約 光線療法中のベビーに服を着せたままクベース収容していた。検温施行時、異変に気がつかな 確実に光線療法が受けられるように脱衣させ、クベース収容する。検温時、観察を徹底する。
３時間気がつかずに収容されていた。他のスタッフがその事に気がついて発覚した。
かった。
公園への散歩に患者１６名参加されてた。帰るときに数えると１５名だったが、他の職員が１６名い 点呼をとって確認すべきであった。患者様に声かけはしたが、この患者は難聴であった為聞こえな 院外に行くときは、「出発前、途中、着いてから」と同様に帰る前にも人数を確認する。
ると言ったので帰ろうとした。するとジュースの自動販売機の方から患者様が出てこられた。
かった様子。
公衆電話を触っていた患者の車椅子を、他患者様がその患者を公衆電話から引き離そうと強く押 この患者は日頃から電話を触って遊んでいた。トラブルになる前に注意を促すべきだった。
この患者以外にも公衆電話で遊んでいる患者がおり電話の設置場所などを検討する。公衆電話
した。すると、患者が車椅子ごと食堂のテーブルにぶつかってしまった。
で遊ばれないように、手段を考える。
口をモグモグさせて廊下徘徊中だったので。呼び止め、口の中を確認したところ。紙とセロハン
観察不足。危険物の排除。
口のなかへ入れそうなものは、目に付くところへは置かない、今回は掲示物だつたので。掲示のし
テープが出てきた。
かたの工夫。
口腔ケアをしている際、グラついていた歯が見あたらなかった。 誤飲したのかと思い吸引したが 咽頭まで落ちるという予測ができなかった。 誤飲の予測がなかった。
グラついた歯がある場合は早期に歯科受診する。誤飲のリスクを考える。
不明。 他ＮＳによって咽頭部あたりで発見された。
口腔ケア時にぐらついていたブリッヂが外れ誤嚥する。 XP上咽頭部にあり内視鏡施行するもブ 口腔内の状態の把握に問題があった 口腔ケアの手順・マニュアルの問題
口腔ケアの手順・マニュアルの検討
リッヂ見付からず、CT撮影にて左鼻腔に挙がっていたため、耳鼻科にて除去する。
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具体的内容
口腔ケア時に挿管チューブの固定のテープが長かったためハサミで切っているときに誤ってカフ
チューブを切ってしまった。
口腔ケア中に挿管チューブを自己抜去された。 手術後で意識レベル・麻痺とも徐々に改善中で
上肢も口元まで動かせたがゆっくりな動きだったため大丈夫と判断し抑制せず1人で口腔ケアを行
なったところ、刺激で苦しかったのか素早く挿管チューブに手が行き自己抜去を止められなかっ
た。自発呼吸があったためインスピロン装着し、医師へ報告。SpO2100％維持できていたためその
まま経過観察となった。
口腔外科からのレントゲン依頼伝票と違う撮影を行った。
口腔外科で入院中の幼児が下痢症状があり、整腸剤が処方された。薬を患者の父親に渡した
所、胃腸炎と言われたがどこで感染したのか、小児科医師の診察はないのかと苦情を受けた。
口腔内の清拭を手袋にイソジンガーゼを巻いて行っていたら、患者がかんだため手を引き抜こうと
して歯肉を傷つけてしまい出血した。すぐ止血した。
口底部内の術後の消毒において、鑷子ではさんだ綿球が創部内へ落下した。深くて取り除くこと
ができず、全身麻酔をかけとり除いた。
口答での医師指示がすべてのスタッフに伝わっていなかったため、内服薬の中止が出来ず、投与
した。患者には影響なかった。
口頭で１錠ずつ３日分と説明したが、薬袋に錠剤２種類、各２錠と記入してしまった。
口頭でヒューマリン５単位皮下注の指示あり復唱後準備を始めたが慌てていて５単位を０、５ｍｌと
思い準備。準備後の声だしダブルチェック時に気付く。
口頭指示にて、注射指示を受けた患者様の注射オーダー事後入力時に医師がラシックスを入力
を間違えてラジカット入力しているのに経験年数１０年目の看護師が気付いた。注射指示入力変
更を依頼した。
口頭指示による降圧剤投与忘れ。（ヘルラート錠）
口頭指示をカルテに記載しなかったためカルテ指示のある他の注射を施行した。あとで指示した
注射薬が残っていたので気がついた。
向精神薬ソセゴン錠8錠を紛失していた事に９時間後に気付く。23時頃疼痛を訴える患者に1錠渡
し、すぐに金庫保管しなければいけなかったのを看護室の机に置いたままにして、次の業務に入
り保管するのを忘れてしまった。翌朝8時頃患者より薬希望があった時点で紛失したことに気付く。
当日の勤務者全員で部署内を捜したが見つからなかった。薬に対する認識がなく主治医、当直科
長にも連絡を怠った。
向精神薬の本数不足と薬剤部より連絡受ける。
喉頭Kの患者であり、本日PET予定であった。毎日、ソリタT1 200ml、ソリタT3 500mlの点滴をし
ており、本日も施行予定のため、施行した。ソリタT1 100mlほど施行したところでソリタT１にブドウ
糖が入っていることに気付き、点滴中止し、PETセンターに連絡し、検査施行できないため、検査
延期となる。
喉頭癌の術後の患者家族より、ナースコールあり。訪室すると、カニューレが抜去していた。自然
に抜去したのでは無く、痰が貯留した為に呼吸苦があり、無意識に手を頚部に持って行った状況
であった。（カニューレ再挿入施行）
慌てていて、点滴に混入する薬剤が不足していた。
抗ＨＩＶ薬（カレトラ）6カプセル／日を看護師管理で服薬中。服用後はチェック表に投与した看護師
がサインする事になっていた。サイン漏れはなかったが、３カプセル残あり。処方日にリーダー2人
が、１週間分の数をチェックしており、確実に1週間分カプセルがあった為、残薬はありえず、関
わった看護師に確認するも皆与薬したとの事で○／22から○／28間1回与薬されていないことが
発覚する。 主治医報告し経過観察となる。
抗がん剤の錠数を見間違えて４錠の指示を６錠で入力してしまった。薬局から疑義紹介の連絡を
受けたが、医師に確認せずに自己判断で処理してしまった。1ヶ月間過剰に内服することになっ
た。診察時に患者から事情を聞き発覚する。
抗がん剤の点滴を輸液ポンプを使用し行っていた。５００ｍｌを12時間で施行だったが、終了予定
時間に２５０ｍｌ残っていた。観察時に残量を確認しながらポンプの設定を変更せず、ポンプを過信
してしまった。残量破棄することになる。
抗ガン剤療法のため来院。A看護師は姪の面会の希望有り開始前に行かれるように説明してい
た。10:45点滴開始。B看護師はベット不在あるがトイレかと思っていた。C看護師は輸液ﾎﾟﾝﾌﾟのｱ
ﾗｰﾑで帰室した患者の対応し、「今売店でカレーを頼んできた」と言われ、食事に行ってもらった。
13:15頃、「漏れた、油断していた」と患者は帰室する。医師へ報告後、残量（20ml）は破棄となる。
抗ヘルペス剤を生食６０ｍｌで溶解するところを１００ｍｌで溶解し、患者のベットサイドで処方箋を再
確認した時点で溶解量の間違いに気づいて正しい量で準備し直した。
抗ヘルペス薬剤を生食６０ｍｌで溶解するところを生食１００ｍｌで溶解していまい、直後に溶解量が
違っていることに気がついた。
抗癌剤と一緒に施注する薬剤を忘れていた。患者より３０分後に指摘を受けすぐに主治医に報告
し投与する。
抗癌剤の点滴漏れ。患者より疼痛訴えあり。左前腕５ｃｍ程度の発赤・腫脹あり。
抗癌剤を継続して服用している患者。○月１７日に抗癌剤以外に服用している薬剤のうち、２種類
が中止になり、２種類は継続して服用するよう医師から指示が出た。それを受けた看護師Ａは、抗
癌剤はどうするのか医師に確認をしたが、中止でよいという返事だったため、夜勤者にもそれを申
し送った。結果として、○月２０日で抗癌剤が切れたが、翌日患者から医師に問い合わせがあり、
無投薬が発見された。医師は抗癌剤中止の指示は出していないと言っている。

背景・要因
確認を怠った為に起こった。

改善策
確認作業の徹底・教育

麻痺が改善してきていたがゆっくりな動きだったため自己抜去はされないだろうと安易な判断をし 危険性を感じたら最大限それを防ぐ努力をするべきだった。口腔ケア中は危険は付きまとっている
てしまったこと。
ので少しでも嫌がる動作がみられた場合は処置の間だけでも抑制をする、または二人で行なうこ
とを徹底したい。
思い込みをなくす。
観察不足 医師の連携不足
手技のミス。認識不足。

撮影する前には、再度指示を確認してから撮影をする。
口腔外科の医師に患者の家族が不満に思っていることを早く伝え対処する。 症状を観察し早く
医師に報告し、必要時小児科医師の診察が受けられるように配慮する。
器具を使って口腔内清拭する。

創部状態の把握不足

鑷子で綿球をはさむのでなく、傷が深い場合は綿棒を使用する。

書面での医師指示がなかったのと伝達をきちんとできていなかった。

医師指示は、カルテに記載する。カルテを確認し内服等の投与を行う。

薬袋への記入ミス
ヒューマリンＲを１単位０．１ｍｌだと勘違いし思い込んだ。
１ 事後入力処理時注射内容の確認をせず処理をした。

ミーティングにて周知を図る。
インシュリン専用注射器を使用。１単位＝０．０４ｍｌという計算を行わない。声だし指差し確認の重
要性を周知させる。
１ 注射処理書類を処理するとき指示内容の確認をする。

他患者の点滴準備に気を取られて、忘れた。
業務手順確認

臨時とはいえ、カルテに記載してもらう。
伝票、控え、カルテでの確認。

薬に対する認識不足。事故発生時の対応不足。

薬に対する認識を持つ。（特に麻薬、向精神薬などは金庫保管である。） 事故発生時の報告の
必要性を知る。

薬剤部の補充が確実に行われていなかった。
薬剤使用後の補充を確実にする事。
PETの検査が絶食で行うということはしっていたが、T1の中にブドウ糖が入っているという認識がう 検査前にきちんとマニュアルを読んでおき、検査について理解を深めていく必要があった。今後に
すれていた。また、検査前にマニュアルの確認をしていなかった。
つなげたいと思います。
１ 痰の貯留が多量にあり、咳嗽反射が強かった。 ２ カニューレの為、カフが無く抜去が容易に １ 頻回の吸引を行い痰の貯留を防止する。 ２ 抜去が容易なカニューレの認識を持ち観察を行
出来る状態であった
う。 ３ 患者への抜去予防の為の、咳嗽指導の励行 ４ 抜去後の、スムーズな再挿入技術の訓
練
慌てていた為に伝票確認が足りなかった。
忙しい時ほど慌てない。声だし確認。確認の方法を正しく実施。
多忙時間中であり、看護師がサインのみ行い、与薬し忘れた恐れがあると考えられる。
チェック表に、与薬時間と服用後に患者様にもサインをしていただく事を追加し、与薬した看護師も
サインは続行とする。 ＨＩＶ脳症ある為、飲み込んだところまで確認する。

疑義紹介の手順書、マニュアルがない。 医師の読みずらい文字。

医師は丁寧で読みやすい字で記載する。 疑義紹介マニュアルを作成。 確認しやすい環境をつ
くる。

輸液ポンプの過信。 新人教育が徹底していない。

ポンプ使用時の注意事項の確認。 教育の見なおし。

点滴の間中、面会・トイレ・食事などと行動され、落ち着かない患者であった。点滴ルート確保後、 外来の化学療法看護基準の作成（・ﾙｰﾄ確保時の漏れがないかの確認をする・担当看護師を決
漏れがないかの確認が不十分だった。外来は担当看護師を決めてなく、その場で当たった看護師 め、対応するなど）
がその都度、対応し無責任な関わり方をしていた。
・ダブルチェックの依存 ・与薬手順の不遵守

・ダブルチェックを過信せず与薬手順を遵守する習慣づけ

・溶解量の指定の意味の不理解 ・機械的操作のみでなく考える看護の実践

・指示内容の理解 ・機械的な作業ではない考える看護の実践

業務手順確認

指示確認、見落とししないよう注意する。

観察不足
医師は、抗癌剤が○月２０日で切れることを把握しておらず、処方を出さなかった。薬剤師は、抗
癌剤が○月２０日でなくなることを把握していたのに、医師に処方をするよう働きかけなかった。薬
剤師の患者指導不足。服薬指導が入っていて、患者は薬を自己管理していた。薬が切れてしまう
ことを知りながら、看護師に問い合わせをしなかった。これは、患者が薬の継続服用の重大性を
理解していなかったからと思われる。看護師間の申し送りの不備。医師から指示を受けた看護師
Ａは、どうして抗癌剤が中止になるのか、その理由を確認しようとしなかった。看護師の知識不
足。薬剤は２８日間を１クールとして服用を継続しなければならないことを、看護師が理解していな
かった。医師の内服薬に関する指示が、口頭で出されたこと。抗癌剤等の重大な指示について
は、指示箋に記入してもらう必要があった。患者が服用している薬がいつ切れるのか、今服用して
いる薬は何かがわかりにくい薬剤管理システム。看護師が医師に対して、働きかけないと処方が
出されない現在の医師の在り方。
抗癌剤投与中の患者の点滴ボトルに誤って同室の同姓患者の名前が記入されていた。 ボトル 点滴ボトル記入ミスと名前を確認しないで思い込みで点滴投与を行った二重のミスによって、ミス
の名前は違っていたが、実際に投与すべき患者に抗癌剤が投与されていたため、重大事故に至 が回避できたが、重大事故につながる危険なケース。
らなかった。
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抗癌剤使用時の注意。観察の徹底。
医師、看護師、薬剤師の連携を強くする。内服薬の管理システムの見直し。今服用している薬は
何か、それがいつ切れるのかをわかるような方法が望ましい。看護師の薬剤に関する知識と関心
を深める。医師は口頭指示は出さないようにする。やむを得ないときは、指示を受けた看護師は
口頭指示確認表を書いておき、必ず医師にそれを確認してもらい、サインをもらい、指示箋に記入
してもらう。医師の意識改革。薬剤師の服薬指導の充実。

抗癌剤投与は投与直前に医師の内容確認を行うことを徹底した。 点滴は名前をしっかり確認し
てから投与するが、特に抗癌剤は危険な薬剤のため厳重に注意するよう徹底した。
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具体的内容
抗凝固剤クリバリンのシリンジに、ＨＤ開始時２１ｍｌまでクリバリン希釈液で満たされていないとい
けないはずが、１８ｍｌだった。又、シリンジに２１と１５のところに赤線をつける約束ができておら
ず、１８ｍｌから１２ｍｌまでワンショット（クリバリンの約束ごと）してしまった。
抗凝固剤のワンショット量を２倍注入してしまった。透析時間が４時間から５時間に変更になった
患者だった。抗凝固剤も増量されていた。
抗凝固剤の持続点滴を行っている患者の希釈液が、医師の指示と違っていた。
抗凝固剤を多くワンショットしてしまった。

背景・要因
抗凝固剤を作るとき、ワークシートを見ながらチェックし、ダブルチェックがはいるが、印は押して
あったが、約束ができていなかった。又、シリンジに貼るシールをみないで希釈してあった。
透析時間変更があった

確認不足。
この患者の抗凝固剤クリバリンのシリンジに２１と１５ｍｌのところに青線をつける約束事ができて
おらず透析開始時12mlのところまで（他の患者のクリバリンのトータル量は18mlで12mlまでワン
ショットする約束）ワンショットしてしまった。
抗凝固剤持続点滴中の、定時検査指示で、結果値で投与速度の変更があったが、速度変更する 別の業務を行っているうちに、忘れてしまった。
のを忘れた。
抗凝固剤持続点滴投与が、一時中止となりその後薬剤量を変更し再度スタートの指示が出た。し 持続注射液が終了した時、残していた事にも問題。 開始時の指示内容の確認ミス。
かし前回中止した内容の薬剤量でスタートした。
抗凝固剤服用中の患者の薬を中止せず、ＣＦ検査が施行された。ＣＦ後医師により判明したが、無 ・確認不足
事終了。指示書には抗凝固剤「無」と印あり。説明時も患者は服用していないといったためそれ以
上オーダ画面等で確認しなかった。
抗凝固薬剤注入速度設定を時間4ｍｌ注入を、時間3ｍｌに設定し透析開始する。1時間目ﾁｪｯｸにて 機器設定時ﾁｪｯｸ表の再確認の問題
発見される 患者状態変化なし
抗菌剤が1日2回投与であったが投与し忘れた
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 指示機構が統一していない
抗菌剤のフルマリンキットが１回２グラム投与の指示がでていたが、１グラム投与と思いこみダブ ・与薬手順の不遵守 ・キット製剤が１回１グラム投与という根拠のない思いこみ
ルチェックした同僚もきづかず投与した。
抗菌剤の投与が８時の時間指定であったが、通常の投与方法は日勤帯で与薬するので自分の時 ・情報収集エラー ・抗菌剤投与に関する知識不足
間ではないと思いこんだため実施しなかった。
抗菌薬剤の点滴を１日２回予定だと思いこみ朝だけであったのを夕にも実施してしまった。 ダブ ・マニュアル不遵守の確認行為 ・相互依存のダブルチェック
ルチェックしたが相手も気づかず１日１回の記載を見落とした。
抗血栓剤継続投与中のＡ患者の点滴が切れそうになったので、次の点滴を準備するときＢ患者の ・薬袋の確認が不十分だった。 ・次の点滴を準備したことを次勤務者への申し送りを確実にしな
薬袋から同じ抗血栓剤を取り出して準備し、注入済みのチェックもＢ患者の注射箋にした。次勤務 かった。 ・点滴ボトルの封が半分はがれていたが、薬袋に薬剤が入っていたため未だ準備され
者が次の点滴を準備するときにＡ患者の薬袋に抗血栓剤が入っていたことと注射箋にもチェック ていないと思い込んだ。 ・前の勤務者には準備は次の勤務者がすると伝えていた。
がなかったため未だ準備されてないと思い、抗血栓剤を詰めて施行した。約１時間後に別な看護
師がＢ患者の注射箋に記載されている抗血栓剤がない事に気付きＡ患者に倍量投与されたこと
に気付いた。患者著変なし。主治医に状況を報告した。経過観察の指示あり。
抗生剤(パンスポリン)の点滴が内服へ変更になったのでその内服をセットした。 本来は○/13朝 （１）上がってきた処方箋をセットする際の確認方法の不足 ・処方箋の発行日と開始日が違う事
から開始する旨の指示の抗生剤を○/10夕からセットしてしまう。 遅出勤務で１７時過ぎに薬剤 の確認不足 ・薬をセットする際、１人の確認しか出来ていない （２）患者様の所に配薬する迄
セット台の上に処方された薬がいっぱい（本人の弁･･･生食の箱にいっぱいくらい）上がっていた。 に３回のチェック機構があるのにチェックがかかっていない（この場合、準夜・深夜看護師の処方
その中に当該患者様抗生剤があり夕の配薬に間に合わそうとセットした。 実際、上がっていた薬 箋内容とセットされた薬の照合） （３）処方箋内、発行日と開始日を確認する事の周知・習慣が出
の内訳ー内服薬、夕から開始分は当該患者様だけ。 常備薬分３人（坐薬など）、ＧＥ浣腸２ヶ ○ 来ているか （４）処方箋を綴っているバインダー⇒上側（患者情報欄の方）に穴をあけて綴じてい
/11朝、主治医が患者の所に回診に行くと○/13朝から開始予定の内服薬がオーバーテーブルの たため見にくかった。 （５）処方箋内、発行日と開始日が上下に明記されている。
上にセットしてあったのでナースステーションに帰り看護師に報告した
抗生剤(薬剤）の変更指示あり。翌日指示量の抗生剤を注射した。しかし、その翌日使用量が多い 抗生剤作成時、注射時に体重に対する薬剤師用量の基本な確認を怠った。 医師が処方量を間
ことに担当看護師が気がつき、主治医に報告。過剰投与であったことが判明した。
違えた。 ダブルチェックは行っていたが３日間確認を行った看護師全て気づくことが出来なかっ
た。
抗生剤、5日間で飲み切りの指示だったが、確認不足で気管支拡張剤を中止とカーデックスに記 カーデックスへの転記。医師は薬の処方日管理を看護師に頼りすぎ。
載してしまい、1日無投薬してしまっていた事にきずく。患者の症状悪化などなし。
抗生剤１ｇ１日２回の指示あり、準夜で０．５ｇが３本残っており確認したところ、１回０．５ｇしか投与 業務手順確認
していないことが分かった。
抗生剤２ｇDrip中の指示のところ、見間違えて１ｇDrip×２してしまった
看護師の確認不足
抗生剤2gの指示なのに1gしか投与しなかった。
1Vが2gであるとの思いこみ。
抗生剤が２種指示があり、それぞれの施行時間が決まっていたが、１種類の施行時間を間違えて 見落とし、確認不足。
投与した。
抗生剤がシオマリンからモダシンへ変更。15時にモダシンのところシオマリンと思い込んで、Cｐ確 マニュアル上はCp実施確認入力しながら点滴を施行することになっている。作業マニュアルに添
認しないままシオマリン皮内テスト実施し、シオマリンの静脈点滴を実施てしまう。リーダーの確認 えなかった状況があるのか不明。
で発見に至る。主治医報告。遅れてモダシン実施。患者は変化なし。
抗生剤が変更になったが、２ｇの投与のところ１ｇしか投与できていなかった。
変更指示量の見間違え
抗生剤が変更になったが、抗生剤テストをせず新しい抗生剤を静注してしまった。
皮内テストが必要という事を忘れていた。
抗生剤テストをしないまま、手術室入室した。
手術当日なのでテスト済みであると思っていた。
抗生剤テスト未施行のまま、セファメジン１ｇを点滴静注した。病棟からの申し送りで、テスト（ー）と 病棟ナースの勘違いもあると思うが、最近の抗生物質に対するテストについて、議論の分かれる
聞いたが後で実施していなかったと連絡があった。
ところであり深く追究しなかった。 医師がオーダーしていなかった。
抗生剤のDIV1日2回(7時・PM)施行するところPMに施行するのを忘れついた。準夜Ns がきずき施 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
行されアクシデントにはいたらなかった。
抗生剤のオーダーがなく、定時に投与することができなかった。 2:30頃、3:00の抗生剤のバイア 指示を受けたときに、カルテとワークシート（オーダー）が確認できていない。
ルがないことに気付く。カルテの指示は書かれているが、注射薬のオーダーがなく、病棟に在庫が
ない薬剤のため、3:00過ぎにNICU当直医に連絡し、薬剤の処方を依頼する。 4:00、主治医に連
絡するがつながらないため、担当医に連絡をしてカルテの指示が正しいことを確認する。 4:30、
当直医に注射薬のオーダーをしてもらい、薬剤科より抗生剤を受ける。 5:10、抗生剤を投与す
る。
抗生剤のキット製剤を投与する際、薬剤と生食を混合せずに生食のみ投与した。
業務手順の基本的な確認ミス。
抗生剤のグラム数（セフメタゾン２ｇの指示）を１ｇしか注射しなかった。深夜入院で薬剤部へ伝票 薬剤部の調剤を信じてしまった。調剤をする時点のダブルチェックが甘かった。
を渡す。 薬剤部から来たのをダブルチェックしたつもりがグラム数まで充分確認しなかった。 明
朝の看護師がダブルチェック時に判明する。医師に報告する。
抗生剤のテスト伝票と注射箋の名前が違っていた。
前に診察を受けた患者様の画面に入力した。
抗生剤の患者間違い。施行しようとしているとことに主治医が訪れ、指示していないと言われたこ DIVの確認、読み合せ中、他患の朝夕のセットがされていないのに気付き未記入のパンスポリン
とで間違いに気付く。
バックと名札をカート上に用意した。申し送りの時間になったので、そのままにして申し送り後に記
入しようとして隣に置いてあった誤った患者のDIVを見てその方のものだと思い込んでしまった。前
日の準夜帯で主治医が注射の指示を書いた。準夜・深夜とも確認不足で、補液のみ準備し抗生
剤を用意しなかった。
抗生剤の指示あったが初めて聞く薬剤で皮内テストの必要性が意識できず、そのまま施行し、そ 業務手順確認、薬剤についての知識
の後同職者より皮内テストの確認をされ必要性に気付いた。
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改善策
抗凝固剤シール確認も、シリンジに詰めるのもダブルチェックがはいるが、シール確認者が詰める
とはかぎらないので、誰が詰めるのか、責任所在を明確にしたほうがいいのではないか。抗凝固
剤作成時のマニュアルも作成したほうがよいと思う。
用意する際に１８ｃｃ→１５ｃｃのところに印をつける。
輸液マニュアルに沿って、ラインの確認項目を徹底して行く。
抗凝固剤のラベルのクリバリンの量確認とシリンジに抗凝固剤をつめるときもダブルチェックを行
うがシリンジにラベルを貼るとき青線をつけるのは誰がするか明確になっていないため責任所在
を明確にしていく。又マニュアルを作成していくと良いと思う。
処置が終わった後でも、２時間毎のベッドチェックでは、チャートを確認して行う。
思い込まないようにし、ＩＣＵチャートと必ず確認する。
・内服中のものは見て確認・オーダ画面を確認（医師共々）
機器設定時ﾁｪｯｸ表の徹底
指示内容を明確に記載する 看護師同士で2度確認を行なう
・与薬手順の遵守 ・薬物法に対する知識の習得
・情報収集方法の工夫 ・抗菌剤投与に対する知識不足
・マニュアル遵守の確認行為習慣を身につける。 ・相互責任のダブルチェック実施
・注射箋とボトルの患者名を、混入前、混入後の２回確認する。 ・同じ薬剤を使用している患者が
複数いる場合は細心の注意を払う。 ・ボトルへの混入後は、ボトルへ混入済みと記入する。 ・３
度の確認の徹底。 ・次勤務者への申し送りの徹底。

薬袋の処方欄の上にも開始日を書く。 処方箋を綴じる際には、処方箋の下側に穴をあけて綴じ
る。 処方箋の開始日が患者情報の欄にあるので見にくい。⇒処方箋のレイアウトを変更し、処方
欄に表示する。 「夕の配薬に間に合わそうとあせった」…という本人の弁から⇒遅出業務の内容
見直し（看護手順の見なおし）

現在使用中の『薬剤使用方法』を一覧表にし表示する。 注射処方箋が出た時はすぐに確認し、
使用量が適切であるかを確認する。 継続してダブルチェックを行っていく。
薬の知識を持つように指導。 確認を確実に行う。
カルテを十分に確認し申し送る。薬剤部から上がってきたら数を確認する。
確認をしっかり行うよう指示
ラベルと指示の確認
指示確認は確実に行えるよう、指示は頻回にチェックを行う。
注射マニュアルの徹底。
指示チェックの強化
抗生剤の指示が新たに出たときはリーダーに確認して施行する。
手術前日、当日の確認。抗生剤のテストの有無を確認して持参する。
カルテの記載のみを信用する。 抗生剤テストをやめる方向で検討中とのこと
薬札を1度だけ見るのではなく見直しを行なうこととした。業務終了時現物をチェックし行き忘れが
ないことを確認する。
指示が何日分かまとめて出る場合も指示を受けた人が、ＰＣ上のオーダーが行なわれていること
を確認する。 日勤者が、薬剤が上がってきていることを確認する。

キット製剤を投与する場合には必ず、混合されていることを確認してから滴下を始める。
看護師・薬剤師共に注射伝票をダブルチェックするようにした。 医師にも１ｇＸ２というように明記
してもらう。
部署ごとに確認を遵守してミス防止に努める。
日勤で朝の注射に回れる時には、赤せんをもって行き、その場で再確認し印を押すこととした。

薬剤についての種類、薬効はしっかり把握し、皮内テスト、プリックテストの有無を確認する。不明
な点は薬剤部へ確認する。

7322

7323

7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330

7331

7332

7333

7334

7335

7336

7337
7338
7339
7340

7341

7342

7343
7344

7345

7346

具体的内容
抗生剤の指示あり。抗生剤の指示量（パンスポリン４００ｍｇ＋生食５０ｃｃ）を作成した。指示時間
になり（２２時）、本ルートと同時滴下で開始した。抗生剤の滴下速度は1時間で終了するように調
整した。私は２２時、抗生剤をつないだ後、点滴、尿量チェック、体位変換（3人）、バイタルチェック
施行。それらを終了した時点で申し送りの時間であったこともあり、抗生剤をつないだあと患児の
もとへ行ってなかった。深夜のNsに指摘され抗生剤を同時滴下ではいけないことに気が付いた。
抗生剤の指示があり、フリーの看護師に抗生剤投与を依頼した。入院受け看護師が抗生剤（以下
ユナシン）のテストをフリーの看護師に依頼し、私自身は指示（ユナシン１回５００ｍｇ）をフリーの
看護師に依頼した。入院受け看護師より「注射箋は間違っているから、投与する時は指示箋をみ
るように」と言うことと投与量（ユナシン０．７５ｇを１５ｃｃで溶解し１０ｃｃゆっくりｉｖするように）と申し
送られたが、その場で理解できず理解に時間を要すると考えたため、申し送り時は「はい」と返事
していた。投与する前にもう一度計算してしっかり確認しようと思ったが、フリーの看護師に投与す
るように依頼した。依頼時は注射箋と指示箋を見て５００ｍｇｉｖして下さいと伝えたが、計算方法
（投与時の溶解量）は任せた。
抗生剤の指示があり施行する時に薬物テストが必要であるとの認識ができていなかった。医師か
らもテスト用の処方箋は渡されていなかった。
抗生剤の指示がでたが、指示受けされてなく、施行されなかった。（カルテに指示棒が挟まったま
まであった。）
抗生剤の指示をテストせず施行してしまう。
抗生剤の指示量を間違えて投与した。
抗生剤の時間注射１２時施行を忘れてしまい１５時に気づき施行する。

背景・要因
私自身の知識不足であり、またアセスメント不足であったと思う。

乳幼児の患者と関わることが以前になく、乳幼児への点滴方法の知識がなかった。申し送り事項 申し送りをしている内容を申し送り時に理解し納得する。他の看護師に処置を依頼する場合は、
を理解していなかった。
一緒に指示を確認し理解したうえで実施してもらう。

・新人等の院内事故防止教育の問題点 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
指示受けの仕方。確認不足。

あまり聞かない抗生剤でテストなしと思い込んでいた。
注射箋の指示が見にくかった。不明瞭な指示のまま思い込みで、確認せず施行してしまった。
・いつも注射伝票を自分の板にはさみ、忘れないように気をつけていたが本日に限り処置台に置
いたままになっていた。９時までは覚えていたが時間がたつにつれて忘れた。 ・療養病棟切り替
えで片付けるために処置台の上ががいっぱいになり伝票がものの下に隠れてしまった。
抗生剤の処方が薬局より届き、病棟ナースも確認し投与したが、いつもと色が違っている事に別 病棟リーダーナースは、小児の調剤のため粉であり名前と薬剤名の確認しか行わず、色までは判
のリーダーナースが気づき薬剤部へ連絡ミスに気づく。
断がつかなかった。
抗生剤の点滴４本あるうちの１本を点滴せずにロックしてしまった。翌日気がつく。
その日の点滴は他のナースが行なっていた。日勤の終わりに注射伝票にサインが無いにもかか
わらず終わったものと思い込みサインをしてロックしてしまった。残りの点滴も本来ある場所には
無かった。
抗生剤の点滴があり，側管から落としていた．輸液セットでロック付きのものがなかった．ロック無 判断がたりなかった．
しのものだと，シェアプラグから，はずれやすいので，シェアプラグを使わずに接続し，ゴムでとめ
ていた．１０分程たち，訪室すると，接続部がはずれており，血液と抗生剤が，床にもれていた．
抗生剤の点滴のA様とエポジン筋注のB様が居られ、先に来られたA様にB様の注射伝票と会計 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 確認不足・慣れ・思い込み
伝票を渡してしまった。処置室看護師が注射伝票と本人名が違うことに気付き、発覚。会計伝票
はすでに処理されていたが、支払いはまだであったためA様の伝票を改めて医事課へ送り処理を
した。
抗生剤の点滴の準備をしていると伝票が見当たらず、メニューに従い番号表示で？？？で在庫よ 業務手順確認
り投与する（以前とかわらずのメニュー？？？だった）。その後新しい指示あり、カルテと伝票を見
ると以前の内容と異なっていた。終了したはずの抗生剤でった。薬剤名を記載していなかったため
間違えた。
抗生剤の点滴を6時12時におこない、昼食後退院する患者。昼食後に退院処方の内服薬を渡
確認不足 説明不足
し、。内服薬は抗生剤で1日3回食後に飲むことを伝えた。その後メンバーから患者が既に一回分
飲んでしまったと指摘を受ける。そのことに初めに気付いた薬剤師の方に確認すると、薬の説明
のために患者のところに良くと、「もうのんだよ」と言われたということであった。その時薬剤師が飲
み始めは明日だということを説明した。
抗生剤の点滴を患者Ａにするつもりで病室へ行くが食事中のため患者Ｂの病室へ行き間違って患 実施まえに声だし確認をしていない 注射箋と薬剤との確認不足 患者の出入りが多く、情報をよ
者Ａの点滴を実施した。患者Ａと患者Ｂは名前が似ていた
く把握せず実施した
抗生剤の点滴を誤って患者に挿入中のENBDチューブに接続し、誤注入した｡ 患者より点滴ライ 事故発生の２ヶ月前に誤接続防止のため､カラー別三方活栓を導入し､周知徹底を図ったが､事故
ン刺入部痛みの訴えあり、確認したところ誤接続を発見｡ 直ちに外し経過観察となったが、その 発生当時間違った色のものが接続されており､担当看護師はそれを信じて､ラインを手繰り確認す
後の変化はなかった｡
ることなく接続してしまった｡ 間違った色の三方活栓を接続した内視鏡室の看護師は常勤ではな
く、情報伝達や教育が不十分であったと考えられる｡
抗生剤の点滴を施行したが点滴もれがあった為、抜針し、点滴台に点滴ルートをかけていたとき
に誤って針を指に刺した。 直ちに流水にて血液を押し出し、消毒を行い、医師へ報告し採血施行
する。
抗生剤の点滴始まったが、皮内テストせずに施行した。異常なし。
抗生剤の点滴終了後に患者から左手背の疼痛、皮下出血の訴えがあった。
抗生剤の投与時間を間違え、９時の予定を６時に投与した。 終了時点滴を外す際、ヘパリンロッ
クを行おうと伝票を見ると、抗生剤の投与時間が違っていることに気づく。
抗生剤の内服開始の指示があり。処方されたフロモックスを１日３回１錠ずつ内服するよう患者へ
説明をし薬袋ごと薬を渡した。飲料水を用意しベッドサイドで話をしており、少し目を離したすきに、
患者は４錠いっぺんに内服してしまった。 医師へ報告をし、薬局へ副作用の状況などを問い合わ
せした。患者へは異常があればすぐに報告すること、ナースコールを押すことを説明、水分を十分
に採るよう説明を行った。
抗生剤ミノマイシン１００ｍｇ+生食１００ｍｌ中止の指示受けが注射伝票の処理がしていなかった。
また看護師間の伝達が行なわれてなかった。準夜で19時に準備し、施行しようとしたところ、患者
とのWチェック時中止に気付き施行には至らなかった。
抗生剤メロペンの注射の指示が1日4回（２・８・１４・２０時）となっていた。深夜勤務の看護師が注
射の確認をせず、通常は1日2回なので深夜勤務中は実施しなくて良いと思い込み施行しなかっ
た。
抗生剤を投与しなければならないのに、指示表を十分確認せず、投与するのを忘れた。翌日他の
看護師が指示表をみて指摘し、当事者が投与していないことに気づいた。
抗生剤を投与する指示があり、生食溶解キットの使い方に慣れていなかったため、他の看護師に
使用方法を確認し投与した。準夜勤務の看護師から薬剤が残っていることを指摘され、もう１本の
薬剤を溶解をせずに投与したことに気がついた。
抗生剤を部屋に持参したら先程もらいましたとのこと、受け持ち患者がはっきりしていなかった。

改善策
4月頃には間違えないように小児の抗生剤の注射箋にはＤｒより本ルート止めてとコメントがあるら
しく、それをすぎると、暗黙の了解のようになされていたところから、小児の注射時の約束（マニュ
アル）があればいいなと思う。

抜針した時は必ずリキャップせず、また点滴台にルートをかけるような ことはしない。
業務手順確認
点滴穿刺時逆血を認めたが漏れがあり抜針した部位であった。
思い込み、確認不足。

薬物テストの必要な薬剤は一覧表にされ提示してあるが、確認の徹底が出来ておらず、指導。
医師にも指示の徹底を依頼
指示のあるカルテは所定の場所に置く。指示棒確認の徹底。
抗生剤のテスト一覧を作成した。
不明瞭な指示のまま思い込みで行わず、必ず確認する。
・伝票はいつも通り板にはさんで動く ・何時もより病棟落ち着いておらず注意がさらに必要だった
メモをするまたはタイマーを使用する ・処置台は処置台として使用する （本日は療養切り替え
で特別だった）
小児の場合は薬剤部での調剤と、監査の時点で十分慎重に行う。
点滴は分かりやすい場所においておく。 伝票にサインが無いときは他のスタッフに確認する。
ロック無しの輸液セットはシェアプラグを使わないだけでなく，エラスチコンなど，強いテープで固定
する．
確認の徹底（患者様に声に出してもらって確認する事）

伝票とカルテを確認すること。

薬を渡すときには飲み方といつから飲むのか,どんな薬か,十分説明する必要があった.

患者様の情報を十分わかって実施する 実施の際は声だし確認をする
・ENDBチューブは洗浄が必要な時以外は、保護キャップをつけるよう内視鏡室と協議中｡・内視鏡
室に全関係部署に配布したはずの注意喚起のための掲示がされていなかったため、すぐに掲示
させた｡・普段現場にいない非常勤やパートの職員にも情報が確実に伝わるよう、指導者に改善を
求めた｡・医療安全委員会のメンバー等、第三者の目でルールが守られているかどうかの、定期
的巡視を行うようにする｡
当院では誤刺防止機構付き翼状針を使用する方向へ向けている。 一度抜針したら必ずトレイを
持っていき抜針後は必ずトレイにいれる。
抗生剤開始時はマイナス判定確認してから施行する。
技術の習得 穿刺時、逆血の確認、点滴中の穿刺部位の確認
決められた業務のルールの厳守。

薬袋に入っていた薬剤が、ヒートが５錠と４錠に別れており、患者は４錠を１回に内服する量と勘 理解力のある患者での思い違いをすることがあるので、理解できているか再度確認すべきであっ
違いしてしまった。 説明の仕方が不十分であった。 患者が内服する際にベッドサイドにいたにも た。 薬袋から薬を出して、内服方法の説明を行う。
かかわらず、内服する瞬間は患者の行動を見ていなかった。
指示受けの途中で中断してしまい、注射伝票に記入を忘れてしまった。準夜はカルテの指示を確 指示を受けた際必ず再度の確認を十分に行ない、勤務交代時であった場合は必ず伝達を行な
認するようになっていなかった。
う。準夜勤務では施行者がカルテの指示書と注射伝票の確認を行なうこととした。
業務手順が守られていない。注射伝票の確認不足

業務手順を守って薬剤と伝票との照合確認をする。患者一人１カゴになっているので、受け持ち看
護師は確認する。確認の際は声出し確認をする。

患者の情報確認ミス

マニュアルや申し合わせが正しく実行されてないため、当事者の注意喚起。

原因として、経験不足のため溶解に手間取り１つ溶解したところで準備が出来たと思いこんでいた 医療事故防止マニュアル 「注射」の要点を遵守。要点３、確認・準備は原則として注射実施者が
ことがあげられた。
行う。最終オーダ後に「輸血輸液シート」「注射ラベル」を出力。１患者１トレイで準備し「注射箋」
「注射ラベル」「輸血輸液シート（最新）」と照合しながら、患者名・薬剤名・用量・単位・方法・時間を
復唱し確認する。 「輸血輸液シート（最新）」でミキシングを行う。また、確認を求められたスタッフ
は、不慣れなことを考慮し最終確認をする必要があったとされた。
業務確認、情報伝達の確認
受け持ちを明確化し、前勤務者がどこまでできたか報告する。抗生剤など与薬時必ず本人及び家
人に開始を明示する。
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具体的内容
抗生剤開始の指示があり、生食１００ｍｌ＋エリスロシン５００ｍｇの指示がありエリスロシンを本体
の生食で溶解し施行した。翌日薬局から医師へ連絡が入り間違いに気がついた。薬局より、特に
人体への影響は無いとのことであった。
抗生剤後ＤＩＶ抜去の指示であったため本体をＯＦＦとし抗生剤のみ投与しようとしていた しかし三
法活栓の向きを間違い 患者側をＯＦＦとし本体へ抗生剤が流れてしまった 患者本人より点滴終
了のナースコールあり コール対応したスタッフにより抗生剤が全て本体へ流れていた事発見され
る その後 ＤＩＶ閉塞していなかったため 本体を全て投与し抜去に至ったため 患者自身の影響
はなかった
抗生剤朝・夕の指示があり、指示簿、注射箋を確認しながら行なったが、夕の分を準備している時
に注射箋の薬剤が違っていることに気づいた。

背景・要因
改善策
エリスロシンの溶解を蒸留水で行うことを知らなかった。 オーダー上エリスロシンを処方した時点 看護師の知識を高める。 薬局へオーダー上での問題を解決できるように依頼する。
で一緒に蒸留水が処方されるなどの仕組みが無い。
この日はスタッフが少なく 受け持ち患者が多かった 時間的にも自分の気持ちの上でも余裕がな ルート確認 訪室時 投与時
かった 抗生剤投与時 退室時にルート確認したつもりであったが 確認しきれていなかったと反
省する

前日指示受けした看護師が間違えて注射伝票を記載した。注射実施者は指示簿、注射箋を確認
したつもりで確認されていなかった。注射準備の際看護師2名で確認することになっているがして
いなかった。
抗生剤点滴の時間施行忘れ。 指示（朝・夕）の生食100ml・フルマリン１ｇの抗生剤の投与の朝の 施行者の確認不足による施行忘れ。指示のみをうけて施行することを忘れており次勤務者の発
指示のものを投与し忘れた。
見により施行が発覚。

退室時 三法活栓含めてルート確認整理していく

指示受け看護師は正確に指示を受け確認の徹底をする。注射準備の際にはマニュアルを徹底し
3回の確認を怠らない。
朝、受け持ちの指示をカルテより情報収集し、カルテの確認にあわせて、処置室における注射指
示書の確認をきちんとする。実際の点滴を手にとってしっかり確認し時間・量・氏名確認をきちんと
行う。
きちんと確認する。

抗生剤投与の際、別の薬品を誤って点滴しようとして、他のスタッフから間違っていると指摘され 確認不足
た。
抗生剤投与中の患者の薬液ボトルに、同室患者の氏名を記入して、点滴を実施した。氏名のみの 薬剤準備から患者への投与まで､一人で実施した複数のスタッフの確認不足。
複数のスタッフの確認。
誤りで薬剤の取り違いではなかった。
抗生剤投与日数の指示が9-10日になっていたが、上記処方薬の日数が９－１５日となっていたた 処方監査時に、指示日数の違いに気づかなかった。
処方日数に充分注意して払い出す、同一処方箋で投薬日数が異なる場合、処方医が投薬終了日
め、同じ日数だと思い込み、指示を見落としてしまった。指示日数以上薬品を払い出し、病棟でも
にカッコをつける等、他医療者に分かりやすい記載をする。
気づかず施行してしまった。
抗生剤溶解用のブドウ糖５０ｍｌを使うはずがオーダーを細部まで確認せず５００ｍｌと勘違いして 点滴指示を細部まで確認しなかった。チェックの仕組みの問題
点滴指示確認手順の原則を守るきちんと指示を見る 患者の状態をアセスメントしておきこの患者
オーダーされていないはずを加剰投与してしまった 患者はこの日全身浮腫が強くラシックスを使
にこの薬を使用してよいか判断できるよう訓練する
用していたため点滴を増量する理由は全くない間違いに早くきずく必要があった ラシックスを使
用していた患者であり心負荷に付いて注意したが全身状態問題なく経過
抗生物質（セファメジン０．５ｇ）を生理食塩水５ｍｌで溶解し０．４ｍｌ投与する予定であったが、指示 小児への薬物投与の経験が少なかったため、量に対して疑問に思わなかった。
必ず上級医・指導医による確認を行い、互いに投与量と投与方法を確認することとした。
表に４ｍｌと記載してしまい、１０倍量投与してしまった。（小児）
抗生物質の施行もれ。処方箋が所定の位置になかった。
業務手順の問題
薬剤と指示箋の置き場所を明確にした。
抗生物質の注射に薬疹が出現したため○月２５日日曜日から抗生剤は中止となった。当院は電 ・電子カルテシステムの問題点 ・情報共有のあり方の問題点
・医師から中止の指示が出たら受け持ち看護師が出庫されている薬剤を中止薬剤専用カゴに責
子カルなので電子カルテ上の掲示板に中止を明記し、電子カルテ内も一旦出した指示を“中止”と
任を持って入れるよう徹底した。 ・注射薬の確認は医師の指示がリアルタイムに反映されない
訂正していたが、すでに○月２６日月曜日の分まで薬剤が出庫されていた。日曜日の夜勤者は電
ワークシートではなく、電子カルテ上で確認することを徹底した。 ・患者に起こっている事象と関
子カルテ上の掲示板を見て注射を実施しなかったが、月曜日の看護師は看護のワークシートを見
連付けて指示内容を把握し実施するよう徹底した。
ながら準備してしまったので中止に気付かず実施してしまった。
抗生物質の点滴を施行しようと思い訪床したところ中心静脈ラインが抜去されていた。
観察不足
危険行動がある時は抑制させて頂く
抗生物質を２バイアル出さないといけなかったが、１バイアルしか出していなかった。翌日分を揃 思い込みと不注意。
処方箋と薬剤の確認を十分行う。
えていて間違いに気付き、患者様には正しく施行された。
抗痙攣薬２×で処方されていたが薬局で３×で調剤した。この間違えに気づかず３×で服用した。 薬局で確認が不十分であった。薬局からの受領時、与薬時に確認が不足していた。
薬局、看護師とも処方箋と確実に確認を行なう。与薬準備の際残量の確認をする。
５回服用した後残薬量が少なく発見した。
抗痙攣薬が時間で注入されていなかった。時間をずらして投与された。
与薬準備した看護師と担当看護師の連携不足。
担当看護師が責任を持って準備し、その者が施行する。
抗痙攣薬シロップ１回５ｃｃと記載しなければならないところ１０ｃｃと記載し看護師が気づき書き直 ラベル記載者、鑑査者とも確認を怠った。
ラベル記載者、鑑査者はラベルの確認を処方箋と照合して確認する。
す。
拘縮の強い患者の体交、おむつ交換、車椅子移譲時に骨折したものと思われる。いつかははっき 麻痺の患者の体交、オムツ交換、移譲時の対応が徹底されていない。 観察が不十分である。 麻痺の強い患者、拘縮の強い患者は必ず2人で援助すること。 観察、確認を十分に行い、異常
りしないが、当日疼痛ありて気づく。 左大腿骨骨折あり。
の早期発見に努める。
拘束の１時間毎の記録など、看護記録への日付・時間・サイン等が多数抜けている。
記載不備をしたのは、新入職者の方がほとんどであった。非常勤、及び新入職員への詳細な業務 看護部として記録の仕方など当院の方法について勉強会を行って欲しい。
内容を説明するだけのゆとりがない。
更衣の際にマーゲンチューブの先端がベッドとマットの間に挟まってしまったことに気付かないま チューブへの注意が足りなかった。
患者へ接触するときはチューブの先端がどうなっているのか、どこにあるのか、常に十分注意す
ま患者様を動かし、チューブが抜けてしまった。
る。
更衣介助の時患者様の右手を表皮剥離させてしまった
観察不足
更衣介助時は十分きをつける
更衣介助時に患者さまの左前腕部を表皮剥離させてしまった。
判断間違い
きちんとタオルで保護してから、更衣介助をする
更衣時患者様の右腕部を表皮剥離させる
観察不足
注意して、更衣を介助する
更新された予定表を確認しなかったため、臨時検査をおこなうことになり、当日のスケジュールを 検査予定の確認ミス
予定表の当日確認を徹底し、更新前のデータは破棄する。
乱した。
更新の点滴準備の際、生食250ml＋Ｈｅｐ１万uを、ルチンの生食200ml＋Ｈｅｐ１万uと思い込み、注 注射指示表を確認せず、思い込みで点滴準備をしてしまった。
点滴更新の際は、必ず注射指示表との照らし合わせを行い、確認作業を徹底する。
射指示表を見ず準備してしまった。
甲状腺機能の検査のため4日に採血のオーダーが出ており、5日深夜で朝採血を実施していた。6 5日深夜での検体搬送時の確認不足。遅出の検体セットするときの確認不足。
検体を搬送する際はもれがないようにきちんと確認する。また、遅出の検体セット時は残っている
日深夜で本日分の検体を確認していたところ、採血が済んでいるスピッツを1本見つけた。前日の
検体がないか確認する。
深夜勤務者に確認したところなぜ残っているかは不明であった。検査科に確認し、採取後時間が
経っているため取り直しとなる。当直医に報告しオーダー変更を行ってもらうも土日にオーダーで
きない検体のため、8日に変更となる。
甲状腺腫瘍にて手術目的で入院中の女性。既往に脳腫瘍があり、22年前手術を受ける。その後 深夜から日勤への交替時間であり、手薄な時間帯であった。
・安静解除の時間を深夜帯でなく日勤帯とする。 ・自立心が強く、けいれん発作の既往のあるこ
けいれん発作あり、抗けいれん薬を内服していた。その情報を看護計画にあげ注意していた。甲
とより、転倒・転落の危険があることを家人に説明し、OP当日は付き添ってもらうなどの協力を得
状腺左手切除術施行后、予防的にアレビアチンの点滴を行った。夜間の家人の付き添いはなかっ
る。
た。手術翌日6時に安静解除のため、尿カテーテルを抜去し、付きそって室内歩行、洗面台での洗
面を行った。8時40分点滴終了しヘパリンロックする。尿意確認したところなかった。理解力良いた
め、ナースコールできると判断しトイレ歩行等はナースコールをするように判明していた。8時50
分、病室より5m位離れた廊下に仰臥位でいるところを他の患者に発見された。医師へ報告し、抗
けいれん剤の投与をした。頭部CT撮影後、脳外依頼し、特に問題なかった。
甲状腺穿刺のときセットの中の器具が間違って入っていた。
確認不足
セットを組む部署（中央材料部）に連絡、注意を促す。中央材料部では、滅菌する前にもう一度
チェックを行う。
硬化療法施行した際、穿刺チューブ内で薬剤が固まり止血できず、圧迫止血目的のＳーＢチュー 介助者が硬化剤を吸引するのと、術者が穿刺をするタイミングがズレ、穿刺時には硬化剤が
直ぐに輸血・挿管を行い、出血性ショックに対し治療を行った。
ブ挿入に手まどい出血性ショックに陥った。
チューブ内で硬化した。 患者の基礎疾患と吐血後であったため、止血困難であった。
硬化療法中、医師より色素剤を依頼された。止血剤と聞き間違えトロンビンを先に渡してしまった。 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・処置中は口頭指示が出されるため、復唱しお互いが確認する。
その後改めて色素剤散布後に生検し、再度トロンビン散布し終了した。
硬注の指示生食レペタン混注を準備する為ストックから取り出して混注したところ生食でなく蒸留 確認ミス
混注する前に薬品の確認
水であることに気付く
硬注を施行しょうと薬剤を用意したのだが 他のナースがすでに施行した後だった
途中で担当を交代してしまった 担当となったものが実施する変更の連絡が出来ていなかった
連携を取って処置を行っていく
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7378

7379

7380

具体的内容
硬膜下血腫除去術 術後１日目の患者で勤務始めに硬膜外 ドレーンのルートチェックをしなかっ
た。朝、硬膜外ドレーンの三方活栓の向きが閉塞になっていたことを指摘される。いつから閉塞に
なっていたかは不明。
硬膜外カテーテル（持続硬膜外麻酔中）の接続部（注入部）が外れており薬液が注入されていな
い時間帯があった、抜去予定のため再挿入はしなかった。薬剤名０．２％アナペイン３００ｍｌを６ｍ
ｌ／Ｈ。患者への影響はなかった。
硬膜外カテーテルから薬剤を注入しようとしたら、漏れていることを医師が発見し、確認したところ
頸部から先が切れていることを発見した。 手術がはじまっていたので、術中の注入ができるよう
に鈍針を使用して対応し、手術終了後にカテーテルの固定をやり直し、持続注入できるようにして
退室となった。
硬膜外チューブとその先端（フィルター）の接続がはずれた。

7381
7382
7383
7384
7385
7386

7387
7388

7389

7390
7391
7392
7393

7394
7395

7396

7397

7398

7399

7400
7401
7402
7403
7404

7405

7406

硬膜外チューブのチューブとネジの接続部が外れていた
硬膜外チューブの接続部はずれ
硬膜外チューブを自己抜去した。
硬膜外麻酔の手術中チュービングから注入する薬液量の指示を受けていた。ガラス注射器の目
盛りを２目盛で１ｍｌと知らず４mlと言われ４目盛注入した。指示より２ml少なかった。
硬膜外麻酔の側管から麻酔薬の持続投与を追加するところ、ＣＶカテの側管から持続投与してし
まった。
行うべき器械カウントを怠ってしまったために、ペアン鉗子が腹腔内に遺残した。手術終了時のレ
ントゲン撮影で発見され、麻酔中のため、再開腹して除去した。

背景・要因
勤務始めにドレーンのチェックをしなかったため そのまま見過ごしてしまった。

改善策
各種ドレーンのルートチェックを確実に行う。

器材の不良品と思われる（接続部が簡単に外れやすい状態）。他にも数例、当院にて発生してい 業者へ点検を依頼す（物品を業者に渡した）
る。
側臥位から仰臥位になるときにカテーテルに対して注意が不足していた。（チューブの固定の際
テープを使うが、カテーテルが切れることはなかった）

当日の帰りの会で申し送りをおこない、スタッフへ再度注意を促した。

手術終了後、腹臥位から仰臥位になるさい、声にだしてバルン、ドレン、硬膜外、点滴ルートの確
認を行った。全てひっかからないことを確認して体位変換をした。仰臥位後ルート類の確認をする
とフィルターがはずれていた。フィルターは、肩のあたりにおいていた。
固定の甘さと確認不足。
チューブの引っ張り
歩行訓練中かんしゃくを起こした。不穏患者。
新人に対する教育の問題あり

置くだけでなくその時点でテープでフィルターも固定しておく。
固定方法の見直しとネジの確認
固定方法の工夫
１．手袋、抑制。２．鎮静剤。３．家族の協力。
新人に薬液の注入をさせる時は担当チームのナースが麻酔の準備をした時に新人ナースに声か
け指導を行う。新人ナースにまかせきりにしないことを徹底する。
できるだけ、電話での口頭指示を減らす事。 コミュニケーション不足の解消 普段と異なる投与
方法を行う場合は必ず、薬剤貼付文書を確認すること
1．閉腹前の器械カウントは、可能な限り全ての器械を直接介助の看護師に戻してから行う。それ
以降は、閉腹中の器械のみチェックリストを用いてカウントする。 2．器械カウントは閉腹前、手術
後の他に、腹膜縫合前を追加する。

担当医師と看護師とのコミュニケーション不十分（電話での口頭指示のため） 看護師の思い込み
薬剤貼付文書の確認を怠った事
1．閉腹が始まれば遺残しないだろうとの思い込みから、数え間違いに気が付かなかった。 2．器
械カウントのマニュアルは閉腹前と手術後になっており、腹膜縫合後にカウントしていなかったこと
がペアン鉗子の遺残につながった。 3．閉腹が終了するまで術野で器械を使用しているため、カ
ウントしにくいことがペアン鉗子の遺残につながった。
鋼線牽引の錘の指示が６ｋｇを、１２ｋｇ牽引していた。１個２ｋｇを６個つけ６ｋｇと勘違いしていた。 錘の知識
訪室時には必ずチェックする。
降圧剤アダラートＣＲ服用中の透析患者で、前日まで非透析日のみ服用であったが、当日から連 確認不十分。
一日配薬であることを認識しておくべきであった。
日服用へ指示変更が出ていた。当日朝、血圧２０２／８０にて朝食後の降圧剤を早めに服用して
もらうことにした。薬の管理は指導のもとで１日配薬中の患者であったため、朝食後、薬の中から
取り出そうとしたところ、見当たらなかった。指示変更当日であったため配薬漏れと考え、薬袋から
取り出してきて服用してもらった。食後、患者から「赤い薬（アダラートＣＲのこと）二つ飲んだか
ら。」と言われ、既に配薬されていたアダラートＣＲを追加して服用させてしまったことに気付いた。
患者には異常なかった。
降圧剤が１包不足しているのを看護師が発見、不足分を追加する。
監査時包数の確認を怠った。
監査の強化をし基本的なミスをしないようにお互いに注意しあう。
降圧剤の内服薬が指示では２回に分けて服用することとなっていたが、入院前の外来では１回内 医師、看護師からの説明不足。患者様の理解不足
服薬活動の活用。入院前後での内服薬の相違の確認
服であったため、１回で服用した。
降圧剤を変更したはずが、前の薬に戻って処方してしまった。
基本的な確認ミス。 慣れから生じる思い込み。
変化する病態に基づき、処方時にきちんと内容を確認するよう心掛ける。
高カロリー輸液、２０ｍｌ／ｈと補正分の輸液ラクテック５００ｍｌアスパラＫ１５ｍｌ／ｈ点滴中。２２時３ 三方活栓の確認忘れ／確認が不十分であった。マニュアルを遵守しなかった。慌てていた。多忙 抗生剤の注入時は三方活栓、クレンメ、輸液残量の確認を声を出して行う。忙しい時でもあせらず
０分に抗生剤（バンコマイシン）をした際に補正分のルートをクランプするはずの分が三方活栓が であった。
に確実にチェックを行う.
開いており自然滴下していたために２４０ｍｌ多く入ってしまった。１８時以降残量確認をしてなかっ
たため時間は不明
高カロリー輸液「ピーエヌツイン３号」を調剤すべきところ、「ピーエヌツイン２号」で調剤し、監査で 手書き処方箋による依頼であったため、薬剤名が判読しにくかったことが一因であるが、調剤担 処方のオーダーはできるだけオーダリングシステムを利用してもらうよう伝達。調剤と監査の担当
も発見されず病棟へ払い出してしまった。病棟看護師により投与前に発見され、事前に交換した。 当者の注意力不足は否めない。
者には集中力を維持する重要性について継続的に訴えていく。
高カロリー輸液が予定より早く滴下した。

業務手順確認

高カロリー輸液に、ヒューマリンＲが混注された輸液を投与していた 24時に更新予定の輸液が、 薬剤の特徴を考え観察する必要があった 勤務開始時に患者の状況を確認していなかった
19時に残量が50mlになっていた 日勤の最終で80ml／Ｈに調節していたが、勤務交替後、輸液の
確認を行っていなかった 流量速度が速いことに気づいた時点で血糖値の測定は実施しておら
ず、定時である22時に測定したところ73mg/dlに低下していた 低血糖症状は出現していなかった
高カロリー輸液は、薬剤部で無菌製剤している関係で医師が時間入力することになっています。
医師の時間入力漏れに対して薬剤部で確認をおこたったため病棟に送付する時間の輸液を無菌
製剤室での混注として調剤した。
高カロリー輸液を２４時間で施行すべきところ、６時間で滴下してしまった。側管からイントラリポス
施行後、滴下不良だったためクレンメを少し開きそのまま忘れてしまい、午後の最終チェック時に
気づいた。 主治医に報告し、輸液500ｍｌ追加の指示を受け施行。患者のバイタルサインや一般
状態は変わりなく経過した。
高カロリー輸液を行っている患者に混注すべき10%NaClを他の高カロリー輸液の患者に混注して
しまった。 同日に同時にIVHを挿入し、同時に同様な点滴内容の指示があったため、指示板を
間違えて記入した結果により、起こったミスと考えられた。 医師に報告し、診察・状態報告し、間
違えた患者も低Na血症傾向だった為、問題なしというため経過観察となる。
高カロリー輸液を持続中（1時間49滴）であった。深夜勤務者が訪室すると残量が少なく、輸液パッ
クに記載されている時間が朝8時間ラインであった。（5時間早い）
高カロリー輸液を実施する際、上下室の開通がされておらず、下室だけが滴下されてしまった。
高カロリー輸液剤が薬局から1号と2号が間違って調剤されてきた。深夜勤務の看護師がチェック
をするが、間違いに気がつかず。日勤帯の注射準備の看護師も気がつかず薬剤をセット。実施す
るときに間違いに気がつき未然に防がれた。
高カロリー輸液接続の際に、フィルターを接続せずに滴下してしまった。薬品を取り替える際に発
覚し、直ぐに交換した。
高カロリー輸液中の患者で両上肢抑制中であった。 両下肢は抑制しておらず下肢を良く動かし
ていた。 発見したときには既にIVHを抜去した後であった。 両下肢を動かしているうちにルートに
手が届いたと考えられる。
高カロリー輸液中の患者様の血糖が294と高値であったため17日よりヒューマリンＲ6単位の混入
の指示があった。しかし19日12時までの指示であり、それ以降混入するのかそうでないのか不明
であったために当直に確認した。
高カロリー輸液内にインスリンの追加の指示があり、４日前からスケールではなく、ＢＳ７０以下ノ
ボリン抜き、他はノボリンＲ８単位と医師指示の変更があり血糖値が１１７であったので本来は８単
位の注入でよかったが、スケールを確認し１４単位を注入してしまった。

医師の時間入力忘れ

滴下調節時患者の体位に確認、頻回な訪室。クレンメは上の方に置き体の下のほうにならないよ
うにする。
輸液管理について検討する 薬剤の効果・輸液療法中の患者の観察

時間入力のない高カロリー輸液は、医師にその都度問合せする。

輸液の滴下速度と残量のチェックを訪室の都度行う。 同じモジュールの看護師のチェック体制の マニュアルに基づき、滴下速度及び残量を見回りの度、観察する。 モジュール内の看護師も訪
不備。
室時観察する。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 指示を受けたら、カルテと掲示板を何度も確認する。 複数の看護者で確認する。

1時間40滴にあわせていたが、調整できにくかったがそのまま継続していた。再三の調整不足

調整しにくい場合は輸液ポンプなど手段を考える。患者に輸液が正しく実施できるよう検討する。
勤務交代時は前勤務者と同時に確認するなど情報を的確に伝える
作業手順の誤り。
基本的作業のミスであり、患者処置については、注意して取り組むよう指導
3人の目をすり抜けたヒヤリハットであった。薬局の調剤に関しても薬剤師のダブルチェックがある 師長会、管理会議へ提起。対策検討。
ので4人の目をすり抜けたことになる。
作業手順の誤り。確認不足。

確認作業の徹底。勤務多忙の場合は、後勤務者に引き継ぐことになっているので、必ず患者状態
を確認し、状況に応じて引継ぎを判断する。
患者の行動にあった抑制の方法の検討

患者の行動の観察が不足していた。

指示を受けたのが金曜日であり、日曜日までの指示であったが、それ以降については何も指示さ 指示を受けた時点休日であることに気づき、その後の確認を行う。 出された指示の確認を行って
れていなかった。指示を受けた時点での医師への確認ができていなかった。
おく
カルテ内のすべての医師指示の確認が出来てなく、確認不足が原因である。
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思い込みの業務でなく、カルテの指示をすべて確認する。
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7421
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7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434

具体的内容
高ナトリウム血症と脱水の患者様。持続点滴が漏れており、点滴を刺しなおした。準備の段階で、
アスパラＫを静脈注射と思い込み単独で注射器に準備した。アスパラＫをルートしていたら患者様
より血管痛を訴えられ２．５ｍｌ程入ったところで中止する。看護師室に帰って再度伝票を確認した
ところ、５％ブドウ糖液５００ｍｌに混入する指示であったことに気付いた。すぐに医師に報告した。
医師より現時点でレベルの変化なければ、経過観察するように指示受け、モニタリングを続けた。
刺入部の痛みに対しては温罨法を行い改善した。異常見られなかった。

背景・要因
医師の指示が分かりにくかった（アスパラＫ注射液１０ｍｌ／Ａ、静脈内注射、ブドウ糖１Ｖに１Ａ混
注して下さいと記載していた。５％ブドウ糖５００ｍｌの伝票は別だった。） 医師は分かりにくいので
間違えないようにと配慮し上記指示にした。更に日勤で指示をうけた看護師に口頭で注意を伝え
た。注意をうけた看護師は、準夜の看護師に医師からの注意点を申し送った。 準夜で指示を見
た看護師は、口頭で申し送りを受けていたので間違え易い指示だと全然思わなかった。 深夜で
準備した看護師は電解質異常の患者様であり、点滴が漏れていたために補正が遅れると思って
急いで準備した。 点滴が取りにくい患者様だった。 深夜で忙しく、ダブルチェックした看護師は
走りながらダブルチェックし「混注ね」と確認したが、「いや、静注です」と言われ不思議に思った
が、他科の患者なのでそういう使い方をするのだと考えた。 ペーパーを見てのダブルチェックで
はなかった。 アスパラＫに対しての知識不足。
高圧酸素療法にすべての点滴ラインをヘパフラッシュして行った。16:40帰室し、持続点滴再開す 勤務交代時であったため、申し送りや面会など慌てていた。日勤、準夜の交代時で、再開後のW
る。PIカテより10％G１０ｍｌ/ｈの指示のところ、５ｍｌ/ｈで注入されているのを深夜帯に発見。医師 チェックを準夜帯の看護師に依頼。
へ報告し１０ｍｌ/ｈへ戻す。バイタルサイン変化なく、患者幼児のため説明せず。
高血圧（２１０／１３０）の救急搬入の患者に対し、担当医が「アダラート１０ｍｇ１錠、いってくださ 医師の指示の方法が曖昧であった。 医師の指示に対しての確認がなかった。 中途採用者への
い」と口頭指示を行った。 以前の経験からアダラートは舌下であると思い込み、舌下にて投与し 教育が不十分であった。
た。 後日、救急の記録を点検していた別の看護師が間違いを発見した。
高血圧・心電図異常のため入院となった患者。緊急心エコーで運動異常は認められなかった。そ 心電図異常もあり、口答指示をうけた看護師がホルター心電図と思い込んでしまった。 患者から
の後、医師より口答でホルター血圧計の指示があったが、ホルター心電図と思い込み、ホルター 指摘されたが再確認せずに検査を実施してしまった。
心電図を施行した。患者からの指摘や医師への再確認で間違いに気付いたため、翌日にホル
ター血圧計を施行した。
高血圧のためアルマール内服中の患者。会計入力の際、糖尿病薬のアマリールを入力した。 処 似た名前の薬剤は列挙して、各部署に配布されているが、やはり間違いが生じやすいため、注意
方箋そのものはアルマールのままであったため、患者への誤投薬は避けられた。
が必要。 当事者の確認ミス。
高血圧患者さまの内服薬を手術前に投与する指示があったが忘れる。。
指示確認を怠ってしまう。
高血糖が続いていた患者は内分泌受診し、９日夕より血糖測定が１日４検となった。血糖値と食事 当事者の確認不足であった。口頭指示を思いこんでしまい、再確認しなかった。消灯時であり、焦
の摂取量により、定期のインシュリンとスライディングスケールを組み合わせ患者に注射すること りもあった。
を準夜であった当事者は、日勤者から口頭で申し送られていた。眠前のインシュリンの投与法は、
血糖値に関係なく定期分のみの注射で、スライディングスケールは適応しないという指示であった
が、前述文の送りを鵜呑みにしてしまい、投与法の指示を確認せず、眠前も定期とスライディング
スケールの両方を注射した。記録時、上記指示が、五号紙に口頭指示として記載されているのを
発見し、ミスに気付いた。すぐに患者の血糖再測定し、主治医に報告し、朝まで様子見可との指示
を得た。
高血糖で３０Ｒノボリンを（６ー０ー０）とスケールを使用している患者様。情報収集時から（６ー０ー インスリン指示箋が院内統一の書式があるのに、誤った書きかたであった。情報収集時、間違っ
６）と思い込みＢＳ値が８８ｍｇ/ｄｌでいつもより低いが注射箋確認し６Ｅ用意し、本人のところにもっ て覚え、確認不足であった
ていく。｢低いのにいくのか｣と問われるも、｢定期打ちですから｣と返答。誤ってＳＣする。翌朝、リー
ダーから誤りを指摘される。幸いにも患者様は低血糖症状は発現しなかった。
高脂血症食の全粥ミキサーと変更になったはずの食数表を見ると、全粥ミキサーのところに人数 確認が不十分だった。
が入っていた。
高齢であるが入院時はＡＤＬは自立していた患者。治療上安静を強いられ、時々見当識障害が出 患者は、高齢であり安静を強いられたことや、環境の変化から見当識障害が現れていた。患者
現していた。訪室時にベッド横に座り込んでいる患者を発見。理由を問うと、排尿しようとしてベッド は、安静を強いられたことから、入院から事故までの８日間ベッドから降りることが出来ず、下肢筋
から降りようとしたが、降りられず落ちてしまったと話され、転落の事実がわかった。
力の低下や歩行能力の低下があった。患者自身はそのことを理解できていなかった。患者に、排
泄時にはナースコールをするよう説明はしていたが、患者からナースコールはなかった。離床セン
サー等の設備不足。ベッドサイドリハビリの指示が医師から出されていなかった。
高齢では有るが頭も足腰もしっかりした患者様。物音がして訪室すると、ベットサイドに倒れてお 真夜中なので、薄暗かったか？ 患者要因？。
り、｢トイレに行こうとして自分の荷物につまづいた｣と。後頭部にたんこぶみられる。冷湿布を行っ
た
高齢で下肢筋力低下があり、平時は付き添いにてトイレ歩行していた。夜間部屋の前で座り込ん 患者がナースコールを押されなかったこと 夜間トイレ誘導をしなかったこと
でいる患者を発見し、トイレへ誘導し病室へもどる。この時転倒したことを話される。膝を打撲しレ
ントゲンにて骨折がないことを確認する。
高齢な患者であったので３０分毎に巡回をしていた。２３時３０分には酸素マスクを外すなどの行 観察不足 判断間違い
動が見られたが様子を見ていた。０時巡回をするとＮＧーＴが抜かれていた。
高齢者（入院）のトイレでの転倒。
患者1人での行動
合唱クラブを終了。各病棟へ出席カードを返却し、療養病棟の患者から退室していただいていた。 クラブ終了後、病棟スタッフの迎えが来るまで待機する用途の説明にも納得されていたので、ＯＴ
本患者方は、閉鎖病棟の方のため、病棟スタッフが迎えに来るまで待つよう説明していた。ＯＴＲ Ｒが車椅子介助必要な患者と、他の閉鎖病棟の患者に付き添っていたため、観察・確認が不十分
が他の患者様の介助と誘導をしている間に、同病棟の方と２名で退室、帰院。閉鎖病棟の扉の前 となってしまった。
で、スタッフに声をかけ、発見。
合同レク（ビデオ鑑賞）時他の患者が声を出しているので振り向くと患者が床に座っている。話を 普段からふらつきがみられる。誘導時の観察が不十分だった
聞くと「転んだ」、「右膝をぶった」と話される。外傷なし。椅子に座らせる。
腰椎５方向の撮影依頼に対して、頚椎を撮影した。 直後、診療科依頼医より部位が間違ってい 放射線技師の人手がぎりぎりの状態で運営されているため、特に一般撮影では患者の混み具
る事を指摘され、診察室に行き患者に謝罪した。その後、撮影室で被曝による人体への影響につ 合、時間帯によって他の画像検査から応援を出す状態にある。 業務内容が急に変わるため、
いて説明し、腰椎の撮影をした。
ベテランでも間違いを起こしやすいことかある。
腰椎ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞのクランプ開放忘れ
ｸﾗﾝﾌﾟ確認忘れ 違う処置に気をとられていた
腰椎ドレナージ中の患者さまは体動活発、発汗多量であった。 ８：００ チャンバー内に空気あり、 ドレン抜去の可能性が予測されたが、管理・観察が足りなかった。
背中を確認したところ、ドレンが抜けているのに気づいた。（縫合なし）
腰椎のMRIのオーダーが出ているのに、頭部と間違えていて、直前に、オーダーを確認して気がつ 確認不足、思い込み
いた
腰椎検査を実施、髄液を尿検査のオーダーで提出。翌日再度腰椎穿刺を実施
確認不足
腰椎撮影において、胸椎のパラメータで撮影してしまった。再出力。
確認不足
腰椎撮影にてブラジャーの金具が入ってしまった。側面撮影時に気付き再撮影をした。
確認不足
腰椎撮影にて大４つにて請求のところを半切で請求してしまった。１５日に放射線受付から指摘さ 伝票のチェック忘れ。
れ気づく。救急外来へ行って病棟確認し、Ａ病棟である事が判明し病棟にてフィルムサイズを直
し、医事科にてフィルムサイズを変更して頂くように頼んだ。
腰椎撮影時、会計伝票にサイズを間違えて記入してしまった。外来に連絡し訂正した。
確認不足
腰椎疾患のため歩行障害、左下垂足の患者が、Ｔ字杖歩行訓練中に左足先がひっかかり転倒し 左後方、もっと近くで監視するべきだった。
て右膝を強打した。右後方から監視していたが、助けられなかった。
腰椎正面撮影において，マ-クを側面のR→Ｌを使用して撮影してしまった。フィルムにて修正し提 確認不足
出した。
腰椎正面撮影にて、直前に使用した照射野マスクを着けたまま撮影し関心領域がかけてしまっ
確認の不充分
た。その場ですぐに再撮影した。
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改善策
すぐに薬剤部と看護部で協議し、カリウム製剤の取り扱い注意の文書を回し、師長からスタッフへ
注意を促した。 病棟保管の塩化カリウム製剤を全部引き上げ薬剤部の管理とした。 アスパラＫ
とコンクライトＰの外パッケージに病院独自薄めて使用の張り紙を添付した。 卒後３年までスタッ
フ全員に薬剤を取り扱う時の注意点と薬剤の確認の仕方、学習の仕方の講義をした。 マニュア
ルに従って指示簿を確認しながらダブルチェックを行うように指導した。

Wチェックは再開したその場で行う。
口頭指示のルール作成。（指示者は薬剤名、用法、用量の指示を確実に行うこと、実施者はその
復唱を行う） 口頭指示自体を減らす運用の考案
口答指示は必ず復唱する。 なるべく、口答指示は避ける。 ホルター心電図とホルター血圧計は
間違いが発生しやすいことを認識する。 患者から指摘があった場合には特に注意して、再確認
を行う。
再度、間違いやすい名前の薬剤への注意喚起を職員全員に促した。 当事者へ厳重注意。
情報の確認は、指示表での確認を忘れずにする。
口頭で送られたことも、自分の目でしっかり再確認していくことを徹底していく。また、自分が指示
を伝えるときは、中途半端でなく、最後までしっかり伝えると共に、自分でも再確認してもらえるよう
伝えていく。

定期のインシュリンはその他の欄には記載しないこと。朝、夕などの欄にマーカーを引く事。確認
の徹底
治療食は、主､副がキザミなどへ変更になっても変わらないので注意する。食事確認ネームプレー
トを高脂血症の場所へ移動した。
入院により身体および精神に何らかの変化が現れた場合は、看護スタッフは患者に繰りかえしそ
れを説明し、理解を得るようにする。離床センサーの導入。高齢者が治療上安静を強いられること
があれば、医師は可能な限りベッドサイドリハビリの指示を出し、下肢筋力の低下や精神的変化
の防止に努める。
環境整備を心掛けることを指導
筋力アップのためリハビリを行なう 夜間は排尿誘導をする 一人で動かないよう本人に繰り返し
説明する 同室者の協力を得る
ライン抜去動作などがある時は早めに家族の方に協力を依頼しついて精神的慰安を図る。協力
が得られない状況であれば抑制等をさせて頂く。
トイレに行く際には介助が付く必要性等をマニュアル化
説明を確実に行い、また観察・確認も十分に行なっていく。

日頃からの観察を十分にする。
人的な補充をもって、担当部署のローテーションをもう少し期間をおいて行う。少なくとも日内での
応援はできるだけ担当部署内、または関連性の強い部署から出れるようにする。
ｸﾗﾝﾌﾟ確認強化
発汗多量ではがれ易いことを考慮し、固定の工夫、固定素材の選択を行う。 頻回に観察、確認
を行う。
患者を呼ぶときに再度確認
オーダー入力、検体提出の際には確認する
確認
撮影前に着衣の確認を十分にする。
確認を徹底する。
記入時の確認
適切な介助方法を再確認する。
撮影時の確認
撮影時の確認マスクが使用されている事がはっきり分かるようにする
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具体的内容
腰椎側面で腰椎全体のポジショニングが悪くまた第五腰椎の条件が薄いために再度撮影する

背景・要因
改善策
患者は体型的にかなり変形があると同時に腰痛もあったため、撮影体位と撮影条件を訂正して再 体型的に最適撮影条件の幅が狭くて、撮影に苦慮する患者さんの場合は写真の出来上がりを自
撮を行なった。
己判断せず、一度医師の判断を仰ぐようにする。
腰椎麻酔で手術後の患者がトイレに行きたいと言われ車椅子での介助を行ったが その時ベッド 麻酔後でふらつきや転倒臥考えられた
患者のベッドの昇降時 必ずベッドの高さを確認する
の高さを下げずそのまま昇降してもらい転倒
腰椎麻酔による形成外科手術（腹臥位）終了後、仰臥位になるために病棟のベットに移乗した際 新人等の院内事故防止教育の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ベット移動時・体位変換時において、ドレーン・チューブ類は視確できるところにある事を確認する
に手術ベットにバルンカテーテルが引っかかり抜去した。
ように再指導する。 ベット移乗時は多人数で実施し、患者の多角的な観察を増やす。 間接介助
者が指揮をとりスタッフ間で口頭により確認作業を行う。
腰椎麻酔の手術後６時間排尿が無く本人希望ありトイレへ行く際床上安静であるため車椅子でト 次日の朝より松葉杖歩行可であった
指示をサイド確認する
イレの移動をしなければならないのに松葉杖で行ってしまった
腰椎麻酔下での褥創後、病棟看護師が車椅子で手術室までお迎えに行ったところ、「手順ではス 本来、手術の患者は３階病棟での入院治療になるはずが、病室の調整ができず、内科病棟に入 極力、手術治療の患者は内科病棟で受けないこと。無理な場合は、落ち着かれている患者と交代
トレッチャーでのお迎えになっているはずだ」と手術室看護師に指摘される。
院し治療を受けられた。その為、褥創手術後の手順を熟知していなかった。また、確認することも していただくなどの対策をする。やむを得ず受け入れる場合は、手術手順についてマニュアルとと
しなかった。
もに担当である病棟看護師に確認する。
腰椎麻酔後、水泡形成発見し、手術中止
手術部は包帯とシーネで固定されており、麻酔前に傷を調べればよかったが、患者痛みあり、麻 麻酔前に患者が痛がっても、手術創予定部を再確認する
酔後のほうが適切と考えていた.（手術を中止するほどの巨大な水疱形成の予測は困難であった）
腰椎麻酔時、腰椎を針で穿刺した直後、病院近くの変電所に落雷し、病院付近一帯が、停電し
手術室に非常用電源の配線がなかった。 非常用発電装置の定期点検がされてなかった
た。病院の非常用発電設備が起動すべきだったが、永年、点検していなかったため故障している
のが発見されず、停電の復旧まで20分ほど真っ暗闇の中にいた。（手術室は外部から隔離されて
おり、明かり取りの窓もないため）また、この事故がきっかけで、手術室に非常用電源がないこと
がわかった。（手術室は旧棟にあり、新棟には非常用電源の設備がある）麻酔の針は停電になっ
た直後、抜去し患者への影響はなかった
腰痛患者に対し数ヶ月前の入院時の指示が２５ｍｇであり今回も同症状の為、同指示と思いこみ 薬剤使用（特に頓用指示）は必ず確認してからの使用が原則であることがわかっていながらおこ
使用したが、指示は１２．５ｍｇであった
たった

非常用電源の配線工事をしている 発電装置の定期点検を実施するようにした

頓用の指示お実施する際は必ず指示を声に出し読み上げってからすることと徹底しどうし、また繰
り返し入退院する患者に於いても日々変化することを考え」同様の行動をすることと徹底指導し
た。
腰背部痛時の指示のロルフェナミン半錠を１錠内服した
与薬時の確認が十分ではなかった
与薬量も確認する 疼痛時指示外薬は医師に確認する
腰部脊柱管狭窄症による両下肢不全麻痺の患者が睡眠中ベッドから転落した。
ベッドの柵が片側のみであったため。
ベッド柵を両側に設置した。
腰部椎間板障害・糖尿病・閉塞性動脈硬化症・褥瘡で両下肢不全麻痺あり、床上安静中の患者 入院後床上安静が指示されていたが、倦怠感や発熱などの自覚症状が軽減した為、１人で訓練 安静度について再説明。 転落・転倒のリスクについて再指導。 移動時は必ずナースコールする
がベッドサイドで立位訓練をしようと立ち上がるが、膝折れし、しゃがみこんだため、同室者がナー できると思った。 転倒・転落防止についての説明が理解されていなかった。 観察が不十分で
ように依頼する。 徘徊・離床報知器の導入。
スコールし、知らせてくれたもの。
あった。
腰部背柱管狭窄症・背柱管内腫瘤に対して手術を思考しました。 (後方除圧固定術、腫瘤摘出） 病理解剖所見では肺動脈に少血栓、冠動脈の一部に狭窄が認められたのみでした。死因は肺動 高齢者に対する手術を行う場合には術前の検査項目を増やしてゆく。（心電図に大きな問題がな
術中・術後ともバイタルサインに特に問題はなかったのですが、手術翌日、突然心停止し、蘇生を 脈の血栓症により誘発された致死的な不整脈ではないかと推測しました。 術後の全身状態の評 くても７０歳以上では心エコーや２４時間心電図を行うまた血栓症のリスク評価のためＤーＤダイ
試みましたが亡くなられました。
価及び術後の経過観察に問題があった可能性があります。
マーを測定するなど）職員全員が急変時の蘇生術を的確に行えるように定期的に研修を行う。
骨シンチの検査（Ａ病院）の際、診療情報提供書を患者に渡さなかった。（医師も記載していなかっ 確認不足（医師・クラーク・医事）
ダブルチェックできるシステムが必要（特に他院が関わる場合は） 医事課・サービス課等の受付
た）患者が検査当日Ａ病院で診療情報提供書の提出を求められ、当院に連絡があり主治医に記
で再確認できれば
載してもらいサービス課よりＦＡＸしてもらった
骨塩定量で両手を撮影する際、フィルムの上に「スケール」を乗せ忘れ骨塩の検査不能患者に
健診で多忙であったため、「注意」「確認」をおこたってしまった。
多忙時であれば尚更、慎重に行うようにする。その為に、1.声出し確認、2.指差し確認を徹底
は、丁重にお詫びのし、後日、来院していただき無事撮影を行った。
骨整復の手術中、下顎骨をとめるスクリューを医師の指示（５mm）とは違う、７mmを渡してしまい、 ケース内でスクリューがばらばらになっており、それをしまい直すことができなかった。慌てていた 長さをきちんと測定した上で、確認して医師にスクリューを渡すようにする。ケース内の配列を確認
患者にそのまま挿入されてしまった。
時に医師の指示があり、違う長さのスクリューを確認せずに渡してしまった。
し、手術につくようにする。
骨接合術の終了間際,使用した機械の数を数えたところ、ワイヤーの本数が1本合わなかった。周 術前に直接看護の担当者が本数を確認することになっていたが未実施であった。
重大な事故につながるインシデントであることを再度,厳重注意した。
囲を探すが見つからず、Ｘ－Ｐ撮影にて患者の体内に遺残がないことを確認し,退出した。
骨折にて臥床案成虫の患者様に対し、背部のかゆみを訴えられた為清拭と同時に側臥位にし
ワークシートに記入してあるにもかかわらず、気づかなかった。 カルテの記載は“床上安静”と
指示はカルテに記載してくれるように医師へ報告する。 ワークシートでの情報を把握する。
た。リーダーへ報告したところ側臥位禁であることを指摘され医師への報告をした。医師に骨折の なっていた為、側臥位禁止とは思わなかった。 側臥位禁止は口頭指示であった可能性あり
ずれや手術が困難となる可能性があると指摘された。
骨折のため牽引の指示があったが、入院時で興奮気味にて当日は中止。翌日から牽引の指示が 入院時は興奮しており、中止の指示があった。カルテには翌日から開始の指示が記載されていた カルテの指示欄を確認すると、翌日の日付けになっており、開始の確認する必要があった。
あったが牽引はしなくてよいと思い込んでしまい開始していなかった。夜勤者が牽引していないこ が、全て中止と思い込んでしまった
とに気がついた。
骨粗しょう症で6ヶ月ごとに骨塩量測定をしている患者に今回3ヶ月後であるが実施した。前回の検 無意識、確認不足、コンピュータ管理は行っていないため点検の仕組みの問題がある。
カルテに次回検査を記載し確認する
査日の入力ミスだった
骨粗鬆症、疼痛を有する患者が寝返りをした際に、下から未内服の自己内服管理のプレドニンが レペタンを使用中で意識レベルに問題あり。自己内服可能かどうかのアセスメント不足。プレドニ 自己内服可能かどうかのアセスメントを医師と看護師間で必ず行い、慎重に判断する。重要な薬
出てきた。患者は分からないと。
ンという治療上重要な薬剤なので内服状況の確認を看護師が行うべきであった（空シート）。
剤は基本的に看護師管理とすることを検討。
骨盤固定に使用していた創外固定器が、骨盤の左右計４ヶ所に挿入されていたが、患者が右側 インシデントの起きた日に転床してきており、患者のことを理解できていなかった為。 創外固定器 他チームのスタッフにも声を掛け、注意を払うようにし、危険のないようにしていく。 訪室を多くし、
２ヶ所を自己抜去してしまっていた。出血は軽度であるが痛みは続いていた。 医師に連絡をし、 を使用している患者がいることを、他チームに知らせていなかった為。 痛みがあったため、自己 様子をみるようにする。 もし、自己抜去の可能性があるような行動や言動がみられた場合は、早
近々抜去予定であったとのことで、そのままの状態で様子見となる。
抜去することは無いだろうと思っていた為。
めに対処するようにし、上のスタッフに相談するようにする。
骨盤骨折で入院中の73歳の女性患者さんの病室から大きな物音がしたため訪室した。（床は尿の 巡回時にﾍﾞｯﾄﾞ周囲の観察が必要であった。本人の理解力が乏しいため、看護師を呼ぶように今 頻回な観察が必要。
ようなもので濡れていた。）ﾍﾞｯﾄﾞ足元の方にポータブルトイレを設置しており、そこに頭を向け、TV までも指導してきたが自分でポータブルトイレに移ってしまっている。今後どのように援助すれば
に足を向け、上を向いた状態で倒れていた。後頭部･右膝下（外側）に痛みあり、膝下には出血を いいのか？
伴わない擦過傷あり、消毒のみ実施した。ﾍﾞｯﾄﾞに誘導し、今後尿意ある時はﾅｰｽｺｰﾙで看護師を
呼ぶように再度説明した。ﾍﾞｯﾄﾞ柵も4つに増やした。治療のためﾍﾞｯﾄﾞ上安静の指示であったが、
本人の理解が乏しく守れない状態だったためポータブルトイレ移動は許可された患者さんであっ
た。今回も転倒時の状況、何をしようとしていたのかは不明である。
骨密度の検査で生年月日を入力時に西暦の下２けた入力を年号で入力してしまい、外来診察時 検査伝票の生年月日欄は年号がメインで西暦は下に（ ）書きである。名前のみの確認しかしてい 検査伝票の生年月日欄は西暦しか書かないようにする。
に判明した。
ない。
骨密度の判定時、YAM値で入力しなければならないところ、同年齢の値で判定してしまった。
同年齢とYAM値の両方が表示される。思い込み。
再度、確認する。マニュアルを活用する。
骨無しの魚を使用したのに、魚の骨がキザミ食の中に入っていた。
この日の魚はメカジキで骨のない魚であった。この魚をキザミする前に骨のある魚をキザミにして 俎板を使用した後は必ず洗ってから使用する。
俎板をそのまま使用したため前の骨が残っていた。
今までに何回か胃チューブを自己抜去したことがあり、対策として抑制帯にて対応していたが、顔 患者にとって不快であった。又患者からの協力は得られなかった。固定方法として、顔面（頬）に 手指が自由に動作できない手段として、ミトン手袋で対応する。又抜去しにくい固定方法を工夫す
面を手の方に寄せて自己抜去していた。
固定しており、抜去しやすい状態であった。
る。
今までは、車椅子に乗車し食事を済ませ、看護師が介助で洗面所に連れて行き洗面していた。本 患者の観察と判断の甘さ(他チームの患者さんなので、情報量が少なかった事も一因）
再度,安全対策を立てて計画に上げるよう指導した。
日、危険行動もなく落ち着いていたので、抑制（車椅子の安全ベルト）をしていなかったが、自分で
車椅子を駆動し廊下で車椅子から滑り落ちていた。打撲,外傷はなく、経過観察となった。
今回、透析中の採血は「透析前」と「３時間目」の２回指示があった。透析開始時、検査伝票とス リーダーは決められた通り、透析前の検査分は所定の場所に準備していた（透析カードにはさ
２人で確認作業はしていたが、２本の指差し４つの目での確認が出来ておらず、これを徹底してい
ピッツが準備してあったが「３時間目の分」と思い込み、十分な確認をしなかった。１０分後に気づ む）。施行する側は「３時間目の採血」という思い込みが強く、カルテ確認時も「３ｈ目」の指示しか く。
き、採血施行となった。
目に入らなかった。
今回４人目の経産婦に出生届が欲しいと言われたため、記入した渡した。しかし、出生子の数を４ 産婦から早く欲しいと突然に言われ、十分な準備も出来ておらず、また、死産がはっきりしていな 病棟内でのマニュアルを再度周知徹底できるようにする。 ダブルチェックのルールを無視しな
人目と記入するところを３人目と記載した為、市役所で指摘され連絡があった。
かった為、確認作業をしている間に時間がかかってしまい、焦ってしまった。 早く渡したい為に、 い。
リーダーに行ってもらう確認作業を省いてしまった。 病棟内でマニュアルを作成したばかりであっ
たが、十分に伝わっていなかった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
今回で３回目の処方。リウマトレックス４カプセルを毎金曜日に４回内服するよう説明をした。薬袋 薬局ではリウマトレックスが処方されると、窓口で口頭での説明に加え、パンフレットを渡し正しい とりあえず ・毎回、薬局窓口で内服指導とともに確認を行う。 ・薬袋には金曜に内服と印字され
にも「金曜日に内服」と記入してあり赤い丸で囲んであった。しかし、患者は金曜日から４日間連続 内服方法を指導している。 本事例も同様の指導を受けていたため、今回が３回目であり薬袋の ているが、手書きで週１回と書き加える。 オーダリングの画面に工夫を検討中
服用する薬だと理解し月曜日までの４日間に内服した。火曜日あたりから体調がすぐれず熱っぽく コメントを赤丸で囲むという注意喚起しか行っていなかった。 医師、薬局ともに前回の内服方法
なったため、受診。 誤った服用方法による副作用を懸念し、入院となった。わずかな肝機能障害 について確認していない。 患者の年齢も５６歳であり、理解はよいと勝手に判断した。
があったが、入院後に血小板の減少、貧血がみられた。 ２回の内服方法を確認したところ、今回
と同様の連続服用をしていた。金曜日に服用を金曜日から服用と勘違いしていたという。
今回の手術は婦人科の２件目の手術であることを知っていたが、手術予定表に１４時入室となっ 手術が何件か予定されている場合、２件目以降は電話待ちのことが多いと言うことを知らなかっ 手術が何件か予知されている場合、２件目以降の手術は入室時間が事前に予定表に記載されて
ていたために、１３：３０にプレメデを施行し、１４時に手術室へ搬出してしまった。そのため、患者 た。また、手術時間の延長を予測できなかった。また、そのことを他の病棟看護師に確認しなかっ いても、再度、手術室に確認する必要がある。
様に手術室で待っていただくことになってしまった。
た。
今後シャント造設予定のため、右足背Ｖライン1本あるもミリスロール使用中であり、バスキャスが 知識・技術チェックの不徹底
技術チェックを徹底
右頸部、右大腿部のみのＰｔで本来ならバスキャス内のヘパリンを引いて点滴をつなげなければい
けなかったが、ヘパリンを引かずそのまま点滴をつなげてしまった。その為1.5ｍｌのヘパリン原液
をＰｔへｉｖした事となってしまった。その後ＶＳの大きな変動なし、又ドレーン量も急激に増える事なく
経過中である。採血時はヘパリンを引かなければいけないことは理解していたが、思い込みで
行ってしまった。
今朝7時に体位変換施行。呼吸器の回路確認行うが、IVHのルート確認忘れてしまう。9時過ぎ、申 患者は自分で身体を動かす事ができない状態であり、看護者側の確認･観察が患者の状態を左 ＩＣＵ看護師は、特に観察力・洞察力・判断力・行動力などが強く求められる重要な部署です。
し送り終了後、IVHのルート確認行い、接続のはずれを発見する。直ちに対処するが、薬液注入時 右しかねるほど重要なものであると考えます。今回は、呼吸器の回路だけでなく、IVHの接続を確 ちょっとの確認忘れが、予想外の状況を引き起こす可能性が有りますので、常に自分を律して自
鈍い感覚あり、担当医師来棟、状況報告しIVH抜去、再挿入する。
認しなかった事に原因があります。患者は、徐々に全身状態が改善していますが、年齢から考え 己啓発に努めてください。
ても十分に急変が起こりうるため、治療・看護者の確認の必要性をもう一度考え直し業務にあたる
べきと考えます。 基本的にＩＶＨ管理習得をすること。疲労するほどの看護業務量ではない。ま
た勤務前は十分な休息が必要。" "
今日○月６日は透析（夜間）の定期ＥＣＧ検査の日でした。 事前に検査があることをきいておら 情報の伝達がされてなかった事が要因
透析室の方で改善策について考えていただきたいと思います。 ※ 今回が初めてではなかった
ず、事務所の前で声をかけられて 「えっ・・・」 患者さんから苦情がでました。 声をかけてもらえ
ので良く考えてもらいたいと思います
なかった患者さんは、透析室直行で心電図をとることができませんでした。
今日の時間注射を実施入力しようとしたところ、グリセオールが減量されていることに気が付い
カーデックスや、ワークシーとの確認不足
カーデックスや注射デックス・ワークシーとをきちんと確認できていなかったので、注射デックス・
た。 今日以前のメニューを探したところ、25日から減量の指示が出ていた。 そのため、主治医に
ワークシートが変更ないか始業前に確認すること。また、流量や含有量の変更やいつもと違う指
確認したところ、次回から100mlへ減量のままでよいとのこと。 著しい、血圧の低下などはなかっ
示の場合もその旨を記入し、印を付ける。
た。
今年はよく停電を起こしていた、停電時にでも放送で状況は聞こえるようなシステムになっている。 言われたときにすぐに対応できていなかった、責任の所在がはっきりしていない、業者の工事終 チェック機構を作る書面で依頼する。
当日16：30停電ありそのときの緊急放送が一部のセンターのみ聞こえていなかった。○月以降停 了後の確認ができていなかった。
電のたびに伝えていたが、状況が改善されていなかった。入所者からの苦情もあり､事務の責任
者に報告し業者の点検をさせたところ元々一部のセンターには自家発電の放送設備が入ってい
なかった。工事ミスであったことがわかった。
混注忘れ
確認不足
３回確認の徹底
左アキレス腱延長術を受ける患者に対し、看護師が手術前オリエンテーションで禁飲食について 看護師は、目につく範囲の食物を片づけたが、見えないところまでは確認しなかった。
間食を好む患者に対しては、必要に応じて飲食物を預かる等の処置をする。
説明をした。患者は理解を示していた。（前日）日中：看護師が患者の床頭台の上にあるお菓子を
片づけた。就寝前：看護師が再度禁飲食に関する説明をして、遵守されているのを確認した。夜
間：巡視時に飲食していないことを確認した。（当日）起床時：看護師が再度禁飲食の説明をして、
遵守されているのを確認した。配食時：看護師が手術前なので食事はありませんと患者に説明し
た。８時３０分：食物のゴミを発見。患者に問うと、「おなかが空いて饅頭を食べ、コーヒーを飲ん
だ」と言った。
左ソケイにCV挿入中の患者でCVを自己抜去されてしまった。
体位変換中で他病室へ行っていたため目が行き届かなかった。
Drへ報告し指示を仰ぎPVを挿入した。
左ソケイに留置中の中心静脈ラインをoutする際、固定の糸をカットする時にラインも一緒にカット 施行医師の技術不足。
小児の処置など行う場合、啼泣や突然の体動などで事故が起きない様、医療者間で協力し安全
してしまった。
に行えるよう配慮する。
左とう骨に動脈ライン挿入中。かけ布団に血痕があり確認した所動脈ラインが抜去されていた。発 ルートの確認不足 モニタリングをしていなかった
布団をかけて寝ているような場合でも、ルートの確認は確実に行う 特に動脈ラインの抜去は重大
見時出血，腫脹はなかったが念のため、圧迫固定した
事例につながるので、必要時はモニタリングする
左ベッド床に倒れていた。ためしに降りてみたけれど立てなかった。
患者情報をキチンと把握して対応する
入院経験がなく自らトイレへ行こうと試行錯誤している様子、ナースコールを押していただくように
何度も説明する。
左右に腎瘻留置していた。２１：３０まではルート類を触ることなく落ち着いていた。０時の巡視で訪 以前にも末梢持続点滴を自己抜去したことがあったが、意識レベルもクリアで表情も落ち着いて 術後不隠がなく安定している患者でも、疾患により理解力低下がみられることも多いため、患者に
室すると左の腎瘻自己抜去していた。抜去部を消毒ガーゼにて保護した後、当直医師に連絡し処 いた為、予測が不十分であった。
はドレーン類の必要性を話したうえで、最低限の抑制をさせていただく旨を了解してもらうようにす
置していただいた。
ると同時に、訪室回数を増やして、観察を強化することが大切であると指導した。
左右のﾄﾞﾚｰﾝのバッグの表記が違っていた。ウインスロー孔と横隔膜下が入れ違っていた。
確認不足
表記する際は、2人（医師と看護師）で確認し記載する。
左下口唇に左上犬歯の圧迫による1．5Cm大の潰瘍形成あり、11:00 頃、1cmの綿花を下顎と口 意識障害の患者の口腔内に小さな綿花を医師に報告せず、看護師の判断で挿入・処置してい
嚥下能力があるのかｱｾｽﾒﾝﾄして、医師と検討し処置を行う。歯科に紹介。
唇の間、3cmの綿花を上下の口唇に挿入した。17:00頃、綿花が１ヶないことに気づいた。医師に る。又、嚥下能力があるか否かのアセスメントができていない。
報告し、翌日CTで確認するが不明。
左下肢に軽度脱力あり、見守りにてトイレ歩行できていた。病室より物音あり、訪室すると患者本 患者本人の下肢脱力に対する認識が不十分だった。転入したばかりで情報収集が不十分であっ 患者本人にベッドから離れる時にはナースコールするように説明する。
人がベッドサイドの床に座り込んでいた。問うと、床に落ちた物を拾おうとしてベッドの下を覗き込 た。トイレ時にはナースコールあり、移動時にはナースコールがあると思い込んでいた。
んだ際、バランスを崩し、そのまま尻もちをついた、近いから大丈夫だと思ったと。意識レベル低下
なく麻痺増強なし。殿部皮ムケあり。
左下肢手術後免荷重でウォーカー歩行訓練開始。ウォーカーを調節し歩行訓練開始したとたん 確認不足
患者に合わせてその都度調節するものは，しっかりと確実に固定されているかを確認する
ウォーカーの持ち手が下がり患者の足が床についてしまった。腰の部分で支えていたため患者に
問題は無かった
左下肢切断術後の患者が、トイレから戻り、ベッドへ移る時に車いすから転落した。 左腸骨部の 夜間、排尿時は尿器介助、排便時は車いすでトイレへ誘導介助していたが、説明が不十分であっ 十分な説明を繰り返し行う。 排便を含めた排泄の援助を充実させる。
表皮剥離ありアズノールクロマイ軟膏を塗布、、左肋骨部の発赤あり。翌日胸部レントゲン写真撮 たため、自分で行動した。
影し骨折等の異常はなかった。
左下肢装具にて歩行練習中、シルバーカーを押して談話室まで歩行、昼食を摂っているが当日は 搬送者と帰室介助者が違ったことでその人の状態を把握できておらずそのため装具が装着され 離床時には、必ず装具の装着を介助する。
休日のため車イスにて搬送ご昼食を摂取する。食後「部屋に帰ります」と声をかけられる。歩行に ていないことを把握できていなかった。装具が装着されているものと思い込んでいた。
て帰室促すと「そうですね」と立ち上がり数歩歩かれ車イスを押し出したとたんにしゃがみこみ転倒
寸前で抱え込んだため転倒打撲には至らなかった。又当日は左下肢に装具を装着していなかっ
た。
左肩軸位にて、右肩を撮影してしまった。患者より指摘をうけ気づく。謝罪し再撮をした。
確認作業を怠った。
照射録の十分な確認
左耳に耳浴の指示があった。受付用紙に記入、点耳が冷たかったため暖めるため患者に待ち時 薬液などの温度確認のルールの問題 左右の確認方法のルールの問題
吸入器での暖めは禁止し温浴槽で一定量保温状態にしておく。温浴槽は42℃設定 薬液は３
間を説明した。自分の前腕の部分で温度を確認してから点耳したが、間違って右耳に点耳し しか
６℃。左右の問題に関しては右 左の札を作成し患者に確認しながら札を渡し処置が終わるまで
も温度が高かったため薬液が入った時痛みを少し訴えられた。すぐ医師に報告する。患者への影
持っていてもらう
響はなかった
左耳の耳浴を看護師に指示したが、誤って右耳に投与してしまったところ、薬液の刺激により疼痛 指示した看護師の認識ミスと上司への報告遅延
患者自身と処置者の間で患部の再確認を行った上で投与するようにした。このような事例が発生
が生じてしまった。即刻上司への報告をすべきところ、大丈夫と思い込み報告が翌日になってし
した際には速やかに上司へ報告する。
まった。
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具体的内容
左手と右手の電極付け間違い
左手にコップを持ち、右手に杖をつき歩行している際つまずき、膝から折れるように転倒。頭部打
撲なく著変みられず。
左手のけがで来院した患者に対して左手2方向の指示を出そうとして、間違って右手2方向の指示
を依頼書に記入した。撮影時診療放射線技師が間違いに気付き、医師に確認。誤った指示である
ことを確認して、左手を撮影した。
左手を良く動かしてはいたがライン抜去動作などはなかったので抑制はせずに様子を見ていたが
訪室時ＮＧーＴを自己抜去しているのを発見する。
左手関節撮影にて、Ｌマ-クをP→Aマークを使用してしまった。フィルム上で修正した。
左手末梢より点滴施行中自己抜去した。刺入部は包帯にて保護していた。気管カニューレ度々自
己抜去していたため勤務看護師すべてが患者に注目していたが、防ぐ事ができなかった。

背景・要因
患者多動で落ち着いて検査できなかった。
入院前からの下肢痛があり、毎日鎮痛剤を使用していた。出来ることは本人に、出来ないことはＮ
Ｓに頼むように説明していたが、自ら行っていた。片眼に眼帯使用、両眼ともに見にくさあり。
思いこみ。確認不足。

改善策
取り難い場合は協力を求める
ＡＤＬが縮小しない程度に必要時、身のまわりの介助を行い本人には出来ないことはＮＳに頼むよ
うにと再度説明を行う。杖ではなく安定した歩行器の使用をすすめていく。
依頼書記入時に再度確認する。

観察不足

手を良く動かしている時はミトンなどを使用させて頂くようにする。

確認不足
撮影時の確認マ-クの整備
点滴施行中患者一人をダイニングルームにだしており、自己抜去の可能性あると認識していたも チーム内また、現状を主治医にも伝え対策考えていくこととする。
のの、他のナースコール対応をしていた間に抜かれてしまった。ずっと付き添うことが勤務上不可
能であった。
左上下肢に麻痺があるが、自分で何でもしようとし、前日にも転倒していた。他患が病室の前を通 前日に転倒しており、転倒の危険性があると認識していたが、入眠していたため大丈夫であると ナースコールの指導をする。転倒の危険性を説明する。
りがかった際尻餅をついている患者を発見し知らせてくれる。オムツをはきかえようとして尻餅をつ 思い込んでいた。
いたとのこと。殿部以外の打撲はなく、痛みもなかった。
左上下肢に麻痺があるが、自分で何でもしようとし、前日にも転倒していた。他患が病室の前を通 前日に転転しており、転倒の危険性があると認識していたが、入眠していたため大丈夫であると ナースコールの指導をする。点滴の刺入部の補強をする。
りがかった際尻餅をついている患者を発見し知らせてくれる。オムツをはきかえようとして尻餅をつ 思いこんでいた。
いたとのこと。殿部以外の打撲はなし。引っぱられたためか、持続点滴の針が抜けていたが、出血
はなかった。ルートを再挿入する。
左上肢が柵に挟まり、ベッド脇の床に座り込むようにずり落ちた状態の（ショートステイ中の）患者 自宅では左下にも柵をしていたのに、今回していなかった。
患者の自宅での環境を確認してできるだけ同じような環境に近づける。 ショート入院の際にも、
を発見した。 →患者は、焦りながら興奮していた。 →何故落ちたか聞いたところ、“左側の柵に
柵が何本必要か判断する必要がある。
固定してあった尿器を取ろうとして左側を向いたが、尿器が取れなかったのでもがいているうち
に、麻痺側の左上肢が柵に挟まってしまい、足先からずり落ちてしまった。”との事であった。 →
ベッドに戻し確認したところ、左上腕の疼痛があったので湿布処置をした。 →ベッドには左下に柵
をつけた。
左上肢にシャントがある患者に採血の指示が出た。シャントがあると気付かず左上肢から採血を 患者の状態の把握不足と確認不足。 スタッフ間の伝達不足。
採血の検体を確認する時、透析患者ではないか等患者の状態も確認する。他のチームであっても
施行してしまった。主治医が診察時に気付き指摘された。
お互いスタッフ間の声かけを密に行い情報を共有する。
左上肢の表皮剥離を発見する
観察不足
更衣の介助をするとき十分きをつける
左上肢は麻痺があるため右上肢のみ抑制をしていたが肘に引っかかりＮＧーＴが抜けかけた。
観察不足
ラインを麻痺側の左に移動させ引っ掛からないようにした。
左腎孟形成術予定にも関わらず、麻酔伝票に体位を左腎摘位のところ、右腎摘位とかいた。 自 記載時の注意不足。
体側については、記載後確認する。
分では左と認識していたので、搬入時看護師に記載ミスの形で指摘された。
左前腕の点滴を抜去し寝衣・包布が濡れている。失見当あり。
自分で抜くという予測ができていなかった。
抜きにくい部位の点滴と包帯の使用。
左総頚動脈閉塞で左総頚動脈-左中大動脈バイパス術を行った男性患者。手術前から意識レベ 始業時の指示を拾う際、注意力が欠けていた。確認不足。
始業時、指示を拾う際は、細心の注意を払う。確認を何度も行う。
ルは低下していたが、手術後も脳浮腫が強く、グリセレブ２00ｍｌ+ラジカット１Ａｐの指示があり、１
８時に投与する予定であった。しかし、指示の拾い忘れをし、投与し忘れてしまった。２０時に指示
を見直した際に投与してないことに自分で気付く。医師に報告し、２時間遅れで投与する。患者に
影響なし。患者、家族、未通知。
左側のﾍﾞｯﾄ柵をしていなく、ﾍﾞｯﾄより転倒してしまった。
ﾍﾞｯﾄ柵の必要性を母親に説明できていなかった。 体動によってﾍﾞｯﾄの種類を考えていなかった ﾍﾞｯﾄ柵の必要性の説明 サークルﾍﾞｯﾄの使用
左側足元のベッド柵すき間から降りようとして転落した。
転倒防止用マットを敷いていなかった。
ベッド柵を換え、すき間を少なくしマットを必ず敷くこと。頻回の訪室を行う。
左足関近くにあるロック中のサーフローを自己抜去していた
早い目に詰所内へ移動すべき
不動手袋装着する
左大腿骨頚部骨折で術後11日目の患者であった。車椅子移乗は可能な状態であったが高齢であ 車椅子を離しておいたら自分で移ろうとしないだろうと思っていたのだが移動不可能な距離でもな 自分で移動してしまう患者さんであったため、車椅子を本人の目につかないところに置いておく必
り術後という事もあり移乗時は見守りが必要な患者であると思っていた。しかし日中でも一人で車 く、車椅子が開いたままの状態だったことが今回の転落につながったと思われる。
要があったと思われる。
椅子に移乗している事もあり、一人で移乗しないようにベッドから離して壁に車椅子を付けて置い
ておいた。車椅子は開いた状態であった。 同室者からコールがあり訪室するとベッドと車椅子の
間で座り込んでいた。
左大腿骨頚部骨折と左小指基節骨骨折を受傷した痴呆症のある患者が、左足小指骨折を透視下 申し送りが長引いて、夜勤帯ではあったが夜勤者はまだ患者の所へ行けない状態だった。夕食前 看護師は、必要時抑制する際は、必要に応じてきっちり抑制を行う。ただし、家族が書面で了承し
で整復し、テーピングして帰室。患者は点滴を施行しているため、念のために家族の了解を得て の処置（血糖測定、インスリン投与、食前薬など）が多く、多忙な時間帯で、看護職員の手が薄
た場合に限る。不穏が予測される患者については、看護師はなるべく頻回に訪室して、異常の早
日勤スタッフが抑制していたが、それをはずして、点滴ラインを途中からちぎり、出血しているのを かった。日勤看護師が施行した抑制が不十分だった。
期発見に努める。多忙な時間帯の人員配置を検討する。
訪室した看護師が発見した。足のテーピング固定もはずされていた。
左大腿骨頚部骨折術後の患者で、ＡＤＬは自力でどうにかベッド上で体位変換ができるくらいだっ 看護師Ａは、患者がベッドから降りられるはずがないと思って、ベッド柵が足りなかった。高齢者は 看護師は、患者の状態を予測して事故対策を実行する。看護師は高齢者の心身の変化を感じ取
た。看護師Ａは、患者がベッドから降りられるはずがないと思い、ベッド柵も左右に1本ずつしかし 寝たきり状態になると、痴呆症状や譫妄状態になることがあるが、看護師はそれを理解せず、行 ることができるよう、多方面からアセスメントを行う。看護師は、転倒転落の事故防止対策を確実
ていなかったため、ベッドの左右には足元と頭側に３０センチメートル程度の隙間があった。看護 動の予測ができなかった。転倒転落アセスメントスコアシートの危険度にあわせた看護が提供で に実行する。
師Ａが定時の巡視時にベッド下にオムツを半分脱げた状態の患者を発見した。オムツ内には便失 きていない。
禁があったため、排泄行動が目的と思われるが、詳細は不明。
左大腿骨頭部骨折で、安静（ベッド上）が必要な患者様が、痴呆症もある為、自分でベッドから降り 入院当初から頻回にナースコール押されトイレへ行きたい、おしっこが出るとの訴えが何分間か ベッドを外し布団を２枚敷いて、床上に寝てもらう形をとることにした。
ようとされ、病室のまん中まで、しりもち状態でいるところを発見する。
の間隔で続いていた。入院２日目、何度もコールの度にオムツ装着しているので、オムツに排尿さ
れるよう、スタッフのみんなが声かけしていたが、理解できていなかった。
左乳がんＯＰ後の患者に採血の依頼があった。左腕で採血してはいけないことを認識できず、患 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・採血部位の指定がある場合は、採血指示表に記載するようになっている。主治医もしくは外来看
者本人も認識されていなかったため、左腕で採血を実施した。
護師が指示表にチェックすることを徹底する。
左白内障の手術で、術前に散瞳を行う際「左側ですね」と患者と言葉を交わしながら右側に点眼し 確認不足。 患者の状態把握不足。
点眼する前に術眼の下に、水性マジックでマークをつける。 患者の状態を把握する様スタッフ間
てしまった。（患者も右眼を出された）患者が知的障害がある事を把握していなかった。
の声掛けをしたりして、情報の共有に努める。
左半結腸切除の術後の患者にボルタレンサポを挿入してしまった。
患者状態の確認不足
患者状態の把握の徹底
左半身麻痺がある患者を（体重70.5Kg）車椅子からベッドに移動する際、患者の左側へ体重がか １人で移動したこと右下肢の力も強くなかった看護師１人で移動できると過信した
複数で移動する
かり、崩れ落ちるように転倒する。
左被殻出血で、看護師の言葉を理解できるところまで意識レベル上昇していた患者様。肺炎あり。 高研カニューレの固定の紐がゆるかった。 意識レベルが改善してきたため、抑制をしていなかっ 高研カニューレの固定の仕方を病棟でデモンストレーションした（２横指がはいるゆるみがあり、結
気管支切開部の閉鎖訓練中で酸素はしていなかった。４時の体位変換の時によく眠っていたので た。
び目は真結びをする）。
抑制をせずに経過見ていた。５時１５分に観察すると、高研カニューラを自己抜去していた。すぐに
当直医に連絡する。酸素飽和度徐々に下降し、９０％に低下した。当直医が高研カニューレ挿入
し、酸素飽和度上昇する。
左膝外骨を起こした慢性腎不全で、透析中の患者。膝を固定している装具の重さをひくのを忘れ、 透析開始前の体重チェック時に同様のアクシデントが、繰り返されており、マニュアルが遵守され マニュアルの徹底
500g余分に除水した。全身状態への影響はなかった。
ていない
左肘部からＩＶＨを挿入していた。訪門したときに患者は肘を曲げていた。滴下を確認するとまった ルートの挿入部位
ＩＶＨルート挿入部位の考慮 または、輸液ポンプの使用 患者に体位や滴下変動のチェック（看護
く滴下しておらず、ヘパリン生食でフラッシュしたが閉塞していた。ＩＶＨを抜いた。
師にすぐ知らせるように）指導
左片麻痺のある患者。左片脚立位の評価中、バランスを崩し、そのまま転倒した。打撲痛あるも、 評価の際、セラピストは右側に配置し、ストップウオッチを把持していため、バランスを崩した患者 基本的な位置のまずさ，又、患者の身体状況把握が不十分。バランスを崩した際の支持を考慮し
経過観察となった。
さんを支えきれなかった。
た体制をとるよう指導した。
左片麻痺の患者様がベットへ車椅子から移動するときに、ベット柵につかまって立とうとするとベッ 点検が不十分だった。柵がすぐに抜けてしまうものがまだあるため、柵の点検を行う必要がある。 ベット柵が抜けないように紐でベット柵をくくりつけて柵が抜けないようにした。職員と話し合い、柵
ト柵が抜けてしまった。
については、どのベットのものが合わないのかすぐに抜けてしまうのか確認する。
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具体的内容
左片麻痺の患者をシャワー介助中、看護師が一瞬目を離した時に、手、足元すべり転倒する。患
者は手に石鹸がついたまま手摺りに捕まり立ち上がろうとしていた。洗面台の角に左背部擦れ、
3ー5cmの線状の切り傷ができた。その他、外傷、打撲等なし。
左麻痺があり車椅子で移乗中、左のブレーキをかけようとして、バランスを崩し左側から転倒した
のを発見した。４人で車椅子に移す。打撲痛などなし。
左麻痺の患者が、ベッドサイドの床に側臥位状態で倒れているのをコールにより発見。仲の良い
同室の患者に手伝ってもらい車イスに移乗しようとしたが失敗し、転倒した模様。
左脛骨々幹部開放骨折にて腰麻下でＯＰ予定の患者に対し、通常は腰麻のＯＰにはザンタックの
指示はないが、この場合腰麻だが、ＯＰ前、当日ザンタックの内服指示があった。 ザンタック21時
の投与時間帯ＯＰのむかえ、ＯＰ後の観察とあわただしく動いていた。ＯＰ前チェックリストは通常と
違うため赤枠でチェックされていたが、チェックリストの確認をせず戻してしまい、内服させることを
忘れてしまった。深夜業務にて薬整理していた際、与薬すべきザンタックが残っていた為指摘され
気づいた。ＯＰ後の経過の中で異常はなかった。
鎖骨撮影において、他患者の付帯情報をつけてフィルムを出力。訂正し再出力。
坐薬を３回／日、１個／回の指示であったが、２個挿肛してしまった。
坐薬挿入するのにギャッジアップを下げる際に、ウォータートラップが挟まりひびが入った。気道内
圧等に異常が見られなかったので、そのまま様子を見た。
座位訓練終了後、四肢関節可動域訓練のため待機中側のティシュペーパーを取ろうとしてバラン
スを崩し車椅子から転落した。 関節可動訓練を順次実施していたが、その待機中、抑制帯をつ
けることなく待機していた。患者は、ヨダレを自分で拭くことが多くティシュペーパーの箱を側に置い
ていたが、ペーパーを取ろうとして、上肢を伸ばしバランスを失い左肩（麻痺側）から床に落ちた。

背景・要因
片麻痺と人の言うことを聞かない性格の患者であった。気分により聞く耳持たない時がある。

改善策
・手を洗ったとき、すぐ石鹸を洗い流してやればよかった。 ・人により介助は複数でやったほうが
良い。

片麻痺のある患者に提供する車椅子の安全対策不足

車椅子のブレーキに対する工夫をおこなった （左ブレーキにラップの芯をつけブレーキがかけや
すいようにし練習をしてもらった）
よく見回りを行う。

看護サイドでよく観察し、注意して未然に防ぐようにするべきだった。

・通常腰麻のＯＰに対してザンタックの指示はないが、この場合ザンタックの指示があったため、Ｏ ＯＰ前チェックリストをカルテに戻す際もう一度全てのチェックリストの再確認をする。時間薬、就前
Ｐ前チェックリストの仕方に問題があった。
薬の与薬業務のあり方について再検討、ＯＰ前与薬（ザンタック）の保管場所の検討をし、時間薬
ボックスに保管し部屋待ちの業務をした。

確認不足
確認しなかった。思い込んだ。
ベッド周りの確認不足。時間的忙しい時間帯であった。コントローラーと呼吸器が反対側であっ
た。
ティッシュペーパーを取りやすい場所においていなかったこと。 動くことを予想出来ず、抑制帯を
使用していなかったこと。

座薬の指示が切れているのに気がつかず、投薬されないままになった。
リーダーの確認不足。医師の記憶に指示切れがなかった。
座薬をチーム管理で与薬することになっていたが、申し送りになかったのでしなかった。投薬者の ワークシートをよく見ず、患者把握できていない。
サインがないことを別の看護師が気づいた。医師に報告、症状の出現はなくそのまま経過観察と
なる。
座薬を膣に挿入してしまった。
個人の不注意と看護手順どおりに施行しなかった。
再々、ベッドより床に下りている
見守りが必要
再三訪室していたが、同室者よりナースコールあり訪室すると、ベットの下に転落していた。異常 環境整備、患者状態把握。
なし。
再接着術後のマイクロ輸液中であった。日勤でも担当していた患者であり、輸液速度も日勤深夜 確認不足 不注意 うっかりミス 思い込み 疲労や睡眠不足
勤ともに８０ml/Hであった。点滴に2時間毎の目盛りをふって滴下確認していたが、振った目盛りが
数字を飛ばしており７時の目盛りがぬけてしまっていた。自分の勤務でつながる点滴の時間しか
拾っていなかったため、次の点滴交換の時間の意識が足りず、ボトルに振った目盛りの点滴交換
時間と、実際の点滴交換時間が違っている事に気付けなかった。７時までは時間通りに落ちてい
たが、７時の目盛りが無く、９時に飛んでいるため、点滴が早く落ちてしまった勘違いして速度を緩
めてしまったため、９時までの点滴が約１時間遅れてしまった。本人には速度をゆっくりあわせてし
まった事を説明し、主治医に報告したが患部の状況は落ち着いているため問題なかった事を伝え
ました。
再度安静度を説明し、主治医に報告。プロポフォールの指示にて、サーフロー留置。その後、20分 様子観察が不十分であった。
から30分で覚醒され、プロポフォールを２ｃｃフラッシュし、入眠される。入眠中Ｂp１３０/台経過。
再度採血を施行。主治医に連絡。
採血時、交代の時間で慌てていた。初めはルート挿入していない前腕より採血したが失敗し、逆
の手に血管があったと思い、ルートのことは頭から離れていた。
最近不眠の訴えがあり今晩も不眠であれば、眠剤を与薬するように担当看護師から、夜勤の看護 患者とのコミュニケーション不足
師に申し送りがあった。訪室すると床頭台の上に眠剤がおかれており、患者に確認すると同室者
からもらったといわれる。
最高血圧を１００ー１２０にコントロールするように指示があった。血圧が低くなってきたので降圧剤 申し送りが不十分 指示が不明瞭
を中止して医師に報告したところ血圧に関係なく与薬して欲しいとの事だったので飲んでいただい
た。申し送りにその事を伝えなかったために翌日から与薬されていなかった。
最終チェックで部屋を訪室した際、同室者から夜中に転倒していたという情報を聞く。本人に尋ね ベッド柵のしてある狭いところからベッドの乗り降りしていたとのこと。 歩行時につっかけを使用し
たところ2:30頃トイレに行こうとベッドを降りたところ滑り転倒したとのこと。後頭部打撲したとのこと ていた。
だが、異常なし。 朝６時のバイタルも異常なかった。
最初ラパコレ予定の手術が開腹となった。タオルを創部に入れた時、医師、清潔看護師から外回 医師、看護師、すべての場面での確認・声掛けがなかった。
り看護師に申し送りがなかった。最初の食事交代時(11：45頃)、清潔看護師同士でのタオルの申
し送りはなかったが、外回り看護師同士では5枚と確認しあっていた。次の食事交代時(12：45)も清
潔看護師同士の申し送りはなかった。食事交代していた看護師は次の手術があり、すでに患者が
きており慌ただしく交代した。外回り看護師同士では確認しあっていた。閉創時、清潔看護師、医
師、外回り看護師共にタオル確認をせず手術終了してしまった。術後、硬膜外麻酔をすることに
なっており慌ただしかった。その後、術後写真でタオルが２枚残っていることが確認され、再度開腹
し取り出した。看護記録にはラパガーゼのカウントの記録はしたが、柄付きタオルは記録していな
かった。
妻が付き添っていたが、患者本人の行動が落ち着かず、歩行したり車イスに乗ったりしていた。そ 隣のベットのギャッチアップの棒が外に出ていた。
の後、鈍い音がして訪室すると、隣のベットアップの棒に足が引っかかり、転倒した様子だった。
妻よりコールあり訪床すると持続点滴カテーテルが抜かれている刺入部出血なし

確認
ダブルチェックを行う。確認する。
電動ベッドのコントロラーの場所を呼吸器側に変更した。
リハビリ訓練待機中であっても、スタッフの目が離れていることの考慮（特に予測可能な患者）し、
抑制帯は必ず使用する。

確認と連携
リーダー看護師からの確認が必要。 ワークシートをよく読み、患者把握をして業務にあたるよう
指導する。
座薬挿肛時の体位についてマニュアルで確認した。
低床ベッドにて様子を見守る
夜間ベット柵を降ろさぬよう、柵を固定する。
点滴ボトルにも何時から何時までと分るように明記する

不穏へ移行する可能性がある場合は、早めに予測をし、Drに報告するなどの対処をする。安静度
に理解が得られない場合は、可能な限り訪室する。
いらないルートは、早めに抜去しておく。採血時、ルートの有無を確認し、基本的な確認を怠らな
い。全身観察の時に、挿入ルートを見て頭に入れておく。
患者との信頼関係を築き不眠のための改善策を共に考える。
指示が分かり難いときは医師に確認し分かりやすく入力し直してもらう。 申し送るべき事は忘れ
ないようにケア一覧に入力して誰にでも分かるようにする。
入院時にベッドの使いやすい方向を聞いておく。 履き物の指導の必要があった。
1.マニュアルを守る。 2.交代時に申し送り用紙にてNs間で申し送る。

転倒後のバイタルサインは問題なく、ＣＴを施行。歩行が不安定な患者の周りは特に、環境を整備
し、歩くスペースを広くとるようにする。

妻が気が付くと抜けていた 元々不穏激しい時あり両手に不動手袋着用していた どうやって抜い 頻回訪床 介護服着用
たか不明
採血（赤沈）の指示を見落とした。
指示受けした看護師は赤沈の指示を確認していたが、処置係の看護師には声かけせず、採血
指示受けした看護師は処置係に検査項目の声掛けをする。（特に特殊採血）採血する看護師は検
時、担当看護師も伝票の確認を怠った。
査内容を受け、更に伝票とスピッツを確認、採血する前に指示を受けた看護師、又は他の看護師
とダブルチェックする。
採血、X-P,RP処方され,2週間後再来した患者のレントゲン袋に他の患者のX-Pが混入していた。 業務手順のルール違反
手順を遵守する
この患者は,土曜日の同じ時間帯の受診患者で、名前も似ていた。しかし、誰が,何故間違えたの
かは不明である。
採血・採尿の指示が医師よりあったのに、採尿を見落と施行しなかった。 血液の結果を聞きに来 見落としによるミス
外来が多忙であるとどうしてもカルテ確認がおろそかになりがちですが、どんな時も三度確認をし
院され、尿検査の結果が無い事に医師が気付き、診察後に調べる事が出来説明も出来た。
たいと思います。二名での確認も大切かと思います。
採血オーダーがあり、検査ラベルを発行した。指示された採血管は3本であったが、見落とし2本し ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・採血者は指示票と採血管を確認し、終了後指示票に確認の印を押す。
か採取しなかった。
採血オーダーのない患者の採血をした。その患者の注射トレイの中に採血スピッツが入っていた ・思いこみ・確認不足（ラベルと患者）
声だし確認
のでオーダーされたと思い注射時採血した。
303

7545
7546
7547
7548
7549
7550

7551

7552
7553
7554

7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564

7565

7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572

7573
7574
7575

7576

7577
7578
7579

具体的内容
背景・要因
採血し、検体を検査室に提出したところ容器の間違いを指摘されたが、この容器でも検査できると ２人で確認したが間違ってしまった。容器のパンフレットを十分見る、不安であれば第３者に確認
言われ提出した。
するなどすべきであった。
採血したスピッツに違う患者の名前を書いた。検査室より再度、採血の催促があり、発覚した。検 朝食時、あわただしく次に採血する患者の名前が浮かんだように思う。
査結果には間違いはなかったが、患者のデータが取り違えられる恐れがあった。また、患者さんに
何度も採血して、負担をかけることになった。
採血した検体を、別名の試験管に入れ提出。異常値があったため再検さした。
採血した看護師と試験管を準備した看護師が別々で、お互いに名前を確認するのを怠った。
採血した献体を検査室に提出した後、血沈を採り忘れていることを指摘された。
確認不足。
採血した毛細管のうち２本のうち、１本になっていた。新生児室の入口に落ちていた。
業務の手順の厳守
採血スピッツの間違い。処置室が人手が無かったので検査説明と採血を施行しましたが、スピッツ 内科外来は循環器・呼吸器・糖尿内科などいろいろな科が混在している為、看護師が掛け持ちで
をCBCと凝固系と待ちがって採血をした。検査室より電話連絡が入り間違いに気がついた。 再検 いろいろな仕事を行っている。 多忙の中でも確認作業が十分に行われていなかった。 処置室
査は次回来院時に行うこととなった。
が中待合に近いので処置中でも声をかけられ、作業を中断してしまうことも多々ある。
採血するように指示されていたが伝達不足で採血を行わなかった。翌日気付いて１日遅れで採血 休日の検査は半日勤務の看護師が行っている。その日の深夜看護師が検査シール・検体の
した。
チェックをして日勤看護師に申し送るようになっているが、此の日はなされていなかった。日勤者
が１年目の看護師だった為検査ノートの確認が疎かになり当日の検査に気が付かなかった。通常
のルーチン業務手順が守られていなかった為に起こったミス。
採血する為採血台へ移動。椅子に坐る際足を滑らせて転倒。後ろに置いてある長いすに背中を 患者の歩行状態を十分確認せず、検査を優先させて目を離してしまった。
硬打。
採血せずカルテを会計に廻してしまった
確認が不十分
採血でアミラーゼの指示が出た際に誤ってアルブミンとカルテ記入した。 依頼書への記入は正し 見落とし見間違え
く出来ていたので、検査きていたので患者へは説明していない。
採血データーでワーファリン内服コントロール中の患者で○月3日の日曜日、昼にワーファリンを 平日は薬剤師の与薬であるが土・日は看護師の与薬となる。この時、与薬忘れがないようにそれ
与薬しなければいけない患者に翌日深夜、与薬を忘れている事を指摘される。平日は薬剤師によ ぞれがチェック印する用紙があったにもかかわらず、チェックを忘れていた。
る与薬であるが休日は看護師にての与薬であった。結果、翌日の採血でワーファリンコントロール
することになった。
採血に失敗しヘマトームになった。
血小板が少なくなっており、出血しやすい状況であった。
採血のお知らせ用紙が違う患者に渡されていた。患者より「これ違う！」とナースコールあり。
確認不足。
採血のない患者様へ、あると思い込んで採血実施。日勤の看護師に指摘され気がついた。採血 生理検査だけではなく、採血検査にも患者様ベッドサイドにシグナルをつけるなど…。
する直前に患者へ名前確認するのを忘れた。
採血の為処置室へ来られ椅子に座ろうとして体制を崩し滑り落ちる
注意不足
採血の結果Hbの低下があり、主治医より輸血の指示が出された。 MAP内にポララミン１Aを混注 ・情報伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
指示であった。混注の際、針がMAPの袋を貫通し穴が開いたため使用できなくなった。
採血の検査で、処理の方法がわからず遠心分離せずそのまま凍結してしまったために検査が出 検体処理も看護師が行う必要がある。
来なかった。
採血の際、伝票に項目にチェックはあるが、ラベルがなかったので、摂取しなかったとの申し送り 指示受け時、伝票とラベルの確認を怠った。ラベルがないからと言って、その検査項目分の検体
あり。医師に報告、不足のラベルを出してもらい再度採血施行。
採取をしなかった。
採血の指示あるも採血前に朝食を摂取される 食後採血でもよいとの指示であったが熟眠されて 患者に説明不足
いてため採血を後回しにしていた
採血の指示があったが、スタッフ間で確認されておらず、検体準備もされていなかったため採血が 指示箋の提出、受理に問題。
実施されなかった。
採血の指示があり、11時ごろ患者が採血室にこられたとおもわれる。指示の用紙と、検体ラベル 検体の確認不足
をみて採血用の検体を用意する。採血際本数など患者へこえかけしていたので、本数は確認して
いたが、採血の直前にもう一度検体とシールと指示があっているかの確認を怠っていたため、本
来茶生化のスピッツで採血すべきところを、灰血糖のスピッツでとってしまっていた。15時ごろ検査
室より連絡がああリ検体を取り違えていることがわかる。Ｄｒ報告後、患者はすでに帰宅しており、
来月受診の際に採血をすることになった。
採血の指示がなされていたが、患者及び担当看護師が覚えておらず、その場での採血がなされ 確認不備、意識低下
ず、後日採血を行った。
採血の指示が注射指示シート（手書き）に記載されていたが指示シートには入力されていなかった 確認不足 検査の指示が指示シートに入力するのか注射指示シートに手書きで記載するのか統
ため見落とし実施しなかった。次の勤務者に指摘されすぐに実施した。
一できていない。
採血の指示で帯状ヘルペス抗体とあったのに、単純ヘルペスで調べていた。
知識的な問題。勘違い。
採血の指示の日にちを勘違いし、採血してしまった。
夜間緊急入院患者で日勤帯にて血液培養の指示がでた。また後日に採血指示が出ていたが、カ
ルテの確認不十分であり、ラベルが同時にでており、同日に採取するのもと思い込み採血してし
まった。
採血の指示を受け施行したが、採血スピッツの中の1本に採り忘れがあり、空のまま採血スピッツ 採血スピッツの中身の確認不足。
を検査に出した。
採血の指示を聞き、ラベルの名前確認のみで採血。じつは、３日後の指示であった。（電子カル
確認不足、思い込み
テ）
採血の支持で帯状ヘルペス抗体とあったのに、単純ヘルペスで調べていた。採血が中間報告時 知識的な問題
点でわかり、院長先生と師長が患者様に説明して下さいました。
採血の前にスピッツの確認を行ったが、スピッツが用意されておらず、ラベルを自分で出力し採血 ラベルを発行する前にカルテでの確認を行わなかった。 医師の指示出しの再確認が不十分で
を行った。採血後カルテで確認していないことに気がつき、確認すると2種類の採血が必要であっ あった。
た。1種類しか採血していないことを医師に報告すると、医師は1種類の採血オーダーしか出してい
ないにもかかわらず、カルテには2種類の採血の指示を記載していた。
採血の伝票の内容確認を怠った為、アンモニア採血を取り忘れていた。
単純な確認不足。
採血ラベルと検体リストには、ERCP後採血の指示が記載されていたが、その記載を見落としたた ラベルや検体リストを名前だけでなく、いつの採血かということの確認不足。 検査の流れや、な
めに、朝食前の採血として検査に提出してしまい、検査後に再度採血という結果になってしまっ
ぜ検査後に採血が必要かなどの知識の不十分さ。
た。その事に気付いたのは、翌日の準夜出勤の際にスタッフより指摘され気がついた。

改善策
パンフレットをよく確認する。
落ち着いて、確認する。
一連の作業を一人の看護師が行なうこととした。また、必ず名前を確認することを徹底した。
採血時、提出時に必ず伝票とスピッツを照合する。
検体を持って出るとき、検体置き場に置くときの確認
採血時にラベルをスピッツに貼ってから採血を行うようにする。 確認作業を怠らずに行う。 採血
のみ検査科へ依頼するよう検討中。 診察室の改造を検討する。
業務手順ルールを守る。

患者が安定した姿勢を取るまでは目を離さずに対応する。 キャスターの部分をストッパー付きに
変更する予定。
会計に廻す前に再度確認する
何回か確認したつもりだったが、書き間違えていた。 今後もっと慎重に見直すように心がけます。
三人でチェック印するようにした。

採血技術習得の必要性
患者のネームとお知らせ用紙の確認。
現在検討中。採血の作業手順を検討。
椅子に座られる時は危険が無い様見届けるよう心掛ける
・MAPにポララミン混注することに有用性があるのか情報収集。特に有用性は無いとの結論にて、
混注指示を出していた医師へ通達。
特殊な採血ｵｰﾀﾞｰがでたときには、検体処理方法を必ず確認する。
指示受け、施行時はラベル、伝票を唆呼称確認する。採血なので、検査項目分も取り確認後対応
する。
点灯後早い時間に採血する 朝食は待って貰うように説明しておく
事務の流れを明確にし、院内でのマニュアルを遵守するよう周知
採血前、後に検体と指示をもう一度確認する

指示確認の徹底、検査ラベル等の機械的部分の見直し
指示シートと注射指示シートを確認して見落としのないようにする。
チェック項目の再度確認。
どんなときでも指示は必ず、カルテで確認する。
針を抜く前に再度確認する。
原則遵守
チェック項目の再確認を必ず行う。 勉強会を積極的に参加する。
採血前にはカルテでの確認も行う。 医師へオーダーした後にもオーダー内容を確認してもらうよ
う話をする。

医師の指示、伝票、スピッツをきちんと確認する。
朝に採血する物だけではないために、ラベルだけでなく、検体リストも確認をして、いつしなければ
いけない採血か、という所まで確認するべきであった。 検査の内容だけでなく、検査後のたいて
いの流れ、例えばこの件に関しては、検査後の採血がなぜ必要かなどの根拠なども理解していれ
ば、間違いにも早く気付くことができ、未然に防げたのではないかと思う。
採血をコンピューターのラベル発行入力の際、誤って1段下の患者のところでマウスをクリックシテ 採血時は患者氏名、案内カード、ラベル、スッピッツのすべてを確認することになっている。業務手 マニュアルの徹底
シマイ、ラベルの確認をしないまま採血し、検査室に提出した。検査室からオーダーと患者名が違 順、マニュアルの逸脱
うと指摘されミスを発覚した。
採血を行うためスピッツを準備し、バットの中におき採血を実施した。採血後に未採集のスピッツ 採血直後、すべて採血が終わったと思い込んでいた。
抜針前に指示表とスピッツの確認をし、抜針する。スピッツの数を準備に指示表に書き込み、何本
が1本残っていることに気が付いた。患者は他の検査におられたため再び採血室に戻っていただ
あるかわかるようにする。
き残りの採血を実施した。
採血を行う時に患者間違いをした。検査室に提出する前に確認して発見した。
患者氏名が似ていた。 採血管に印字される文字がカタカナであったので見間違えた。
採血管を確実に確認する。 指示シート及び検査リストとも確認する。
採血を済ませた血液がスピッツの中で凝血してしまった。もう一度採血させていただいた。
採血後の試験管の扱いが適当でなかったために血液が固まってしまった。採血量は指定量だっ 採血後の試験管の扱いに注意し、静かに攪拌を繰り返す。
た。採血後の攪拌が不十分だったために凝血したのではないかと思われる。
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具体的内容
採血を準備されていた採取管のラベルの名前のみ確認して施行する。検体提出後、検査室から
採取管が違うのに取られてあると連絡が来た。採血しなおしとなった。
採血管ロボのトラブル時、バーコードの２重印刷を確認をおこたって採血した為、患者様の確認が
不可能になり、再採血させていただきました。採血後、食事をされてしまった為、血糖値が食後の
値となってしまった。採血時、採血管の名前の確認の徹底を促した。
採血管間違い
採血結果で経口摂取考慮とのことで、指示あったが検体を確認することを忘れ採血出来なかっ
た。
採血検査の結果、貧血症状の診断がされ、貧血薬が処方され患者へ内服方法等の説明をし手渡
した。その際患者が残薬が二日分あるといわれたので、その後から飲むように指示、その後患者
の服用していた薬が貧血薬でないことが発覚し、結果与薬が遅れた。
採血検査後、患者から肘の痛みがあったと連絡があった。
採血後、圧迫用のバンドを巻いて次の検査に行ってもらったが、採血部位上方の腫脹の訴えあ
り、観察した時には内出血様であった。
採血後、患者の布団の上にディスポを忘れてきてしまった
採血後、腹部エコーが予定になっていたが忘れており、患者をカメラ室へ案内した。
採血後３０分から１時間しても結果がこなかったので、検査科に連絡するが誰も出ず、検査室に行
くと誰もいず、検査もされていなかった。翌日検査科に確認すると、連絡・伝票に至急と記載がな
いので帰宅したとのことであった。
採血口頭指示は他看護師が受け伝票作成し、私が採血したが十分に伝票確認しなかったため検
査項目が漏れていた。検査科より検体がないと指摘あり気がつく。
採血指示がカルテと検査伝票に違いがあり、気づかないまま血液型の採血をしなかった。

背景・要因

改善策

検査内容の確認をしていない。

採取管と検査内容が合っているか確認する。

確認不足

ルール違反です。 マニュアルの再徹底を指導しました。

外来職員から間違った採血管が渡された
業務手順確認

知識の再確認
検体とカルテの確認。

患者の自己管理薬の内容を正確に確認していなかった。 （患者の発言をそのまま信じてしまっ
た。）

担当者としての責任を持ち、正確な確認作業を行うよう指示。 患者の持参薬・処方薬の提示を求
めるよう周知。

最新の注意をして採血を行う。
採血後の説明不十分。

最新の注意を払う。 止血を十分に行う。
圧迫のバンドをしっかりと巻き、採血部位上方も本人に圧迫してもらうよう、説明する。

ディスポ等は一時的にでも別の場所におくことが問題。
持っていったトレイ等に必ず戻し、何か忘れてないか患者の周りをチェックする
予約表（外来）の確認が不十分だった。
同日検査の場合、優先順位を考える。 患者にも十分な説明をし、理解されたか確認する。
伝票に至急と記載がないので至急でないと判断して行わなかった。連絡がないので終了した。外 至急の場合は伝票に至急と必ず記載する。業務終了は外来からの連絡があってから行う。
来終了したら連絡を入れることになっているのに、勝手に判断をしてしまった。
業務手順の確認

伝票確認を十分にする。

指示を出した医師の確認不足。指示受け看護師の確認不足。夜間のカルテ確認作業で気づかな 医師の指示を確実にしてもらう。指示受け看護師の確認を確実に行う。夜間の指示と検査の確認
かった。
作業時には、間違いがあるものと思って確認する意識を持つ。
採血指示で血糖測定があり、デキスタセンサーでは行ったが、Ｈｂａ１ｃを取り忘れているのを外来 採血指示が遅いことに患者がかなりご立腹されており、その主旨を医師に伝え採血を中止するの 思い込まず、伝票で行動する。訂正もないの勝手に解釈や、思い込みをしない。
師長に指摘されて気が付くが、患者は既に帰宅された後であった。医師に報告次回採血を行うこ かと勝手に思い込んだため。検査伝票に沿った業務を行わなかった。
ととなる。
採血指示のない患者に採血を行ってしまった。同室の患者に採血の指示があったため、同じト
注射は１患者１トレーで扱うという手順にしているが、病棟での検査はトレーの扱いの手順は決め 検査用のトレーを別にする。思い込みで作業しない、確認する作業を確実に行う。
レーに入れて準備していた。当該患者には痰の検査があるのみであったが、採血があると思い込 ていなかった。１つのトレーに複数の患者の検査スピッツが入っていた。実施前のスピッツと患者
み実施してしまい、途中で気づいた。
氏名の確認を思い込みで実施していない。
採血指示の日時を見誤って、他の日に採血を行なってしまった。その日は、病院休日のため、検 指示の確認不足
指示の確認をきちんと行なう等、普段から処置施行時には細心の注意を払う。
査に出せず患者様に説明をして、他の日に再び採血を行なった。
採血施行後、スピツに分注の際スピツを間違えて注入提出した。検査課より連絡あり、患者に謝 慌てていて、伝票・スピツの確認を怠った。思い込んで行ってしまった。
思い込みをせず、伝票処方箋を確認のうえ準備実施する。
罪を行い、再度採血を行う。
採血時、駆血帯を長期間しばった状態で血管を捜していたため、採血後止血不十分であったため 当院採用となって６ヶ月。介護療養病棟配属となり、検査の施行回数も少なく、技術が未熟であっ 駆血帯を長時間しばりすぎないよう注意し、注射器を抜くときは止血を十分に行っていくよう徹底さ
点状出血を出現させてしまった。
た。
せた。
採血時、翌日のワークシートを見て、翌日分のスピッツに採血を行なって送ってしまった。（患者3 思い込み
日付の確認を怠らない。 患者誤認防止マニュアルの活用。
名分） 日付を見ていなかった。 検査室から電話があり分かった。本日分の検体ラベルを検査室
へ送って、受け付けてもらった。 翌日のラベルを再出力して準備をした。
採血時に別人の採血管が混じっていたのに気付かず採血してしまったため１本だけ他の患者さん 採血管の名前の確認が不十分だった。
慣れによる見落としを無くす様全て手に持って確認する。
の血液を採ってしまった。
採血時別の患者の採血をした。他の看護師より指摘を受け、本来の患者から採血をした。
数日前とベットの位置が変わっていたが、思い込みと患者様の顔を見ていても疑問におもわな
実施前には必ずベットネームと本人に名前を確認してから行うようにする。
かった。
採血室が混雑していた時間帯に、システム（オートラベラー）の誤作動があり、採血整理番号１６０ システム（オートラベラー）の誤作動と採血管の患者名確認不足が原因である。
用意された採血管すべて、患者との照合をするように、採血マニュアルに追加し、徹底した。
番と１６１番の採血指示書及び採血管が、１人分として準備されていたのに気付かず、患者と採血
指示書の名前、採血管の本数のみの確認で、１６０番の患者の採血を実施した。採血後、１６１番
の患者が待っているのに気付き、１６１番の採血指示書と採血管を探したが分からず、とりあえず
採血管を再出力し採血した。その後の調査で、１６１番の採血管が１６０番の中に紛れ込み、採血
指示書も誤作動により編集され、１６１番は未入力であったことが判明した。患者取り違いのあっ
た採血管を回収し、間違いを未然に防ぐことが出来た。
採血室で、当該患者と採血の為に用意された採血管が他の患者のものであった事に気が付か
自動採血管システムに一時的不具合が発生し、復帰作業中にミスが発生した。このような場合で 採血室マニュアルに沿った運用がされておらず、発生したミスであるが 今後は、患者の氏名確認
ず、そのまま採血してしまった。
こそ、基本確認作業を徹底する必要があると思われるので今後はマニュアルの周知徹底を行って は徹底して行っていきたい。
いきたい。
採血室で採血を終え、受診のため外来へ戻り診察の順番を待っておられた患者の採血部位から 業務マニュアルでは、採血後患者には採血部位を少なくとも5分間は押さえて頂くようお願いする 採血を終えられた際は、今までより更に念を押して、最低5分間採血部位を押さえておいて頂くよう
血液が漏れ出した。
こととなっており、今回もその通りにはお願いしたが、結果として押さえが甘く血液漏れを起こして 患者様へお願いする。
しまった。
採血者の確認の為 ワークシートとスピッツを照らし合わせて確認していたところ、産褥１日目でル 医師がオーダー入力を行わなかった。オーダー入力を確認する機構がない。助産師がルチンであ おかしいと思ったことは必ず確かめる。医師へ確実に入力するよう働きかける。
チンの採血指示がないことに気がついた。オーダー確認したところ、採血と産後薬の入力がされて ることを理解していたために、未入力に気づくことができた。
いなかった。医師へ報告をしオーダー入力してもらい採血を行った。
採血取り忘れ。
曖昧なまま採血した。
曖昧なものは確認を徹底する。
採血取り忘れ。
準備段階ではあったがスピッツが無かったので、採血しないと判断してしまった。
開始前のカルテ内指示箋を確認する。
採血伝票のID間違いに気付かないまま伝票をサプライに提出（同姓者あり）。翌日の採血前の伝 伝票の名前の確認時,苗字の確認は行ったが,名前の確認を怠り、誤りに気付く事ができなかっ
指示受けは落ち着いて行い,名前を最後までしっかり行う。
票での確認時に、主科名が間違っている事に気付き、カルテで再度確認したところ、ID押し間違い た。
に気付く。（当日,同姓者２名とも採血指示ありであった）
採血容器を間違う。
自分の思い込み。知識に誤り。
表での確認を徹底する。
採取した組織を、ホルマリンの容器に入れ患者の名前を読み違えて、Ａを、Ｂと記載し、本当は、Ａ 交代のかたが来られたので、申し送りの準備をしていた時に、書き換えが終わったものだと思って 容器が6個有るので、もう一度申し送りが終わった時に確認するべきであった。
と記載しなければいけなかった。途中で、間違いに気づき訂正していたが、6つの内1つを、書き換 申し送った。
えていなかった。交代の人から翌日に、報告が在り間違いに気づいた。
採尿検査の検体を、検査施行前に誤って破棄してしまった。
検体と検体スピッツの照合がきちんとされなかった。
検体とスピッツが一致しないときは、きちんと確認する。
採用中止になっていた薬を院外処方箋で出した 調剤薬局から指摘で判明
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 採用中止の場合はコンピューターに中止を入力 確認の徹底、知識の向上
するがされていなかった。
採用中止の薬剤で薬剤マスタの確認を怠ったため、電子カルテでは使用可能状態になっていた 定期的にマスターチェック
採用、不採用薬品の確認を定期的に実施
が、算定不可。
採用中止の薬剤を処方してしまった
前回の処方内容を確認していなかった
今後、前回の処方内容を確認後、処方を行う
祭日に放射線科からの電話でレントゲン６名の呼び出しがあった。看護師は名前を確認する為検 確認不足。看護師、放射線科技師ともリストバンドでの名前確認をしていない。思い込み。（姓だ 看護師も放射線科技師もリストバンドでの確認を確実にする。患者自身に名乗ってもらう。同姓の
査一覧表を使用したが、Aさんと記載してあったのをBさんと思い込み、車椅子介助にて連れて行 けでその患者と思い込みをしてしまった。）同じ病棟に同姓の患者2名いた。祭日で人手が足りな 患者が同じ病棟にいる場合は、白板などに記載し周知徹底する。
き撮影してもらった。放科技師も患者名確認を充分に行わず撮影した。仕上がったレントゲンを確 かった。
認したところ、前回のレントゲンと違うことに放科技師が気付き来棟、確認後患者間違いが発覚し
た。
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具体的内容
背景・要因
細菌検査依頼入力ミス 動脈血の培養と嫌気性菌の依頼があったが、培養と感受性を依頼入力 入力者の確認作業の不徹底。
していた。 検査センターが受領時の確認作業で、依頼伝票とシステムの依頼票の不一致に気付
く。 依頼前だったので、影響なし。
細菌検査依頼入力ミス2件 １一般検査の感受性の薬剤セットの入力落ち ２抗酸菌の感受性 入力者の注意不足、確認不足。 先週から細菌検査もチェックしているが、確認画面が血液検査
の薬剤セットの入力落ち 朝一番で細菌検査依頼を連続入力した２名の感受性の依頼は出来て と違い見難く不慣れな為依頼落ちに気付かなかった。 外注先の担当者から依頼書との内容の違
いたが、薬剤の指定が未入力だった。
いを指摘され発覚。
細胞診（尿）の検査があった。８時３０分すぎに尿カップに採尿して、伝票と共に提出したが、カップ 確認不足
に患者様の名前を書き忘れた。検査室より電話がありわかった。再度検体をとり直した。
細胞診検査を行う際に、伝票の準備をおこなっておらす゜、検体に氏名が書いていなかった為、ど 確認ミス
の患者様の検体が分からなくなってしまった。
菜ばなを調理して配膳する際、髪の毛の混入に気付かず配膳してしまい患者からのクレームによ 異物混入対応の帽子をかぶって調理をしているが、服などに付着してそのまま混入したことも考
り気が付いた。
えられ、原因の特定は難しい。配膳時に混入したことも考えられる。
菜飯なのに白飯で炊いてしまった
昼食と夕食と間違い
載石位の手術後、右側背部に3×10cm仙骨部に3×7ｃｍの発赤を発見する。
手術時間は2時間だった。皮膚が弱くテープのあともすぐ赤くなった。
在胎２６週、１１３６ｇの患者に対して１２・３０、インダシンを使用した。インダシンの投与量は通常 末梢のヘパロックのラインが２種類あった。 インダシン投与のマニュアルの未整備。 確認の不
使用０．２ｍｇのところを、半量の０．１ｍｇから開始し、反応しだいで残りの０．１ｍｇを投与する方 十分。 寝不足と多忙。
針とした。末梢ヘパロックのラインが０．３ｍｌのものを使用していると勘違いし、投与するインダシン
の総量を０．３ｍｌに調節してて、管腔内をインダシンで満たした後にヘパリン生食０．３ｍｌを１時間
で静脈注射するという指示を出した。ところが、内腔０．７ｍｌのラインが使用されていたので、イン
ダシンが内腔に残っていたことになる。６時間後の１２・３１ ＡＭ４時に２回目の投与後に看護師
が気づいて報告を受けた。結果的にインダシンは、ＡＭ４時から２、３時間で２、３回に分けて投与
されたことになる。
在宅ＩＶＨを導入していたが、ルートが閉塞してしまったため、入れ替え目的で入院された。ＩＶＨ
・退院直前に、ルートの接続間違いに気がつき、慌ててルートを交換した。 ・タイムプレシャーが
ルートが新たに確保されたため、再び在宅ＩＶＨを継続するため、退院となった。退院直前、退院調 あり、確認が不十分になった。（クレンメを開放したか、当事者の記憶は曖昧であった。） ・ポンプ
整をしている部署の看護師が患者を訪問すると、ルートの接続の仕方が間違っていることに気が が作動したことで、問題ないと思い込んだ。 ・ポンプに閉塞感知等のあらーむがついていない。
ついた。すぐに病棟看護師に伝え、正しい順序でルートを連結し直し、再度在宅用ポンプにセット ・在宅用ルートの使用に慣れておらず、余裕を持って確認、準備ができなかった。（直前まで接続
して注入を再開し、退院された。その後、自宅に到着した患者よりＩＶＨが滴下していないとの連絡 の間違いに気がつかなかった。）
を受け、近医で確認してもらうようにお願いして受診してもらったところ、ルートのクランプが開放さ
れておらず、ルートが再び閉塞してしまったことが判明した。すぐに来院してもらい、再度ルートの
入れ替えを実施することとなった。
在宅では内服薬を自己管理されていた患者さんに対して、引き続き自己管理をしていただいてい 初めての当病棟への入院であり,環境の変化により認知が変化するリスクについて検討が必要で
たが飲み忘れがあった。
あった。
在宅患者の家族より家に置く備品の中にチューブが不足していると指摘あり、予備があるため次 在宅備品確認、業務手順確認
回訪問時でよいとのこと。
作られていた点滴を見て物を用意しアンプルカットしてしまった。点滴の中身が違っていた。指示を 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
見て気付く。
作業棟で手芸を行い患者が帰った後、片付けをしていて糸切りハサミがないのに気が付いた。病 確認不足。ハサミの管理不足。
棟で点検すると患者と車イスの間に挟まっているのを発見した。患者の意図的なものではない。
作業療法後知らない間に患者がいなくなった。看護師が患者を捜しているのを見ていなくなったこ 患者安静度の認識不足。
とに気が付いた。
作業療法士が訓練のため患者を部屋に連れにいった。患者は４日前から自立歩行していた。 患 ・作業療法士が患者から目をは離した。 ・患者のレベル評価が十分でなかった。 ・患者のレベ
者に準備をするよう促し、作業療法士は患者様から少し目を離した。そのとき、患者が転倒した。 ル評価で医師・看護師・リハビリと評価が異なるときがある。
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作業療法室で患者の杖歩行訓練を開始、３ｍほど歩いた時に膝折れが見られ、担当作業療法士 ・患者の身体機能の評価が妥当でなかった可能性がある。 ・歩行訓練時の介助の方法が適切
が抱え込んだが患者は床に座り込んでしまった。外傷や疼痛などの出現はなかった。
でなかった可能性がある。
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作業療法中の患者にプラットホーム上端坐位をとってもらい、患者の母親に坐位保持を依頼しそ
の場を離れた。その間 前方から転落した。
作用療法棟で卓球を行なっている時、患者が卓球台に突進し卓球台が傾き倒れそうになった。患
者には怪我はなかった。
搾乳しシリンジに入れ冷蔵庫で保存していたが、搾乳をシリンジいっぱいに入れていたためシリン
ジの内筒と乳が膨張して外れた。破棄した
昨日までグリセオールの点滴を2回/日していたが本日より中止になっていた。他の患者で同じも
のを20時に実施する人がいて、名前を確認せず中止になっていた患者に接続してしまった。5分程
して付き添っていた家族より指摘された。
昨日よりＳＭ開始となり、情報として知っていたが処方箋を出し忘れていた。午後患者より指摘さ
れ施注する。
昨日より外来ｶﾙﾃ所在が不明だった。本日、内科より外科紹介となるが、ｶﾙﾃ見つからず、病理結
果を取り寄せての診察・説明となった。ｱﾘﾊﾞｲ管理では「内科医師借り」となっているが、返却ｶﾙﾃ
が書類が挿入してあると医事職員が勘違いし、別棚に未整理状態だった。
昨日より低血糖症状があり、昨日の日中より食前に血糖チェックの指示があり、血糖値が１００以
下の際は、ダオニールの中止の指示が出ていたにもかかわらず、当日の朝に血糖チェックする前
に、ダオニールを服用させてしまった。 すぐに血糖値のチェックを行い、血糖値が７６ということ
で、医師にすぐに報告し、昼からダオニール中止の指示がでた。さらに患者の状態を観察しなが
ら、ブドウ糖の投与を行い、様子観察を行った。
昨日より躁鬱病の精神症状が出現していたため、本日精神科受診し内服が夕後薬より開始となっ
た。確認予薬で手わたしとなったが、準夜のときに明日の分を配薬するときに、他のチームの人が
行ったため、１日分を渡してしまった。その後すぐに患者の基に行くと明日の分の夕方からリーマ
ス１錠を飲んでいた。精神科医師へ報告し、明日朝分のリーマスを止めとなり様子みることとなっ
た。
昨日使用したヘパリンを誤って使用してしまい、深夜看護師に指摘された。
昨日処方のワソランがまだ病棟に届いていなかった。薬の準備の時にないと思ったが仕事に入っ
たため、そのままにしてしまい無投薬
昨日遅出業務として患者様に午後の経食道エコーのため昼食後絶飲食と説明、検査当日も受け
持ちとして同様に説明行なう。 準備書は昼絶食となっていた。 配膳者が気付き患者に説明、食
事を引き下げた。 当事者が患者様に謝罪、改めて昼食は絶食であることを説明する。

改善策
細菌の依頼チェックの必要性の検討。 細菌入力の煩雑さ解消のため、セット入力の必要性の検
討。
入力者の作業の精度向上、確認作業を求める。 チェックの慣れに期待する。
常に検体には名前が入っているか確認して提出する。
患者の氏名をフルネームで確認する事。
病棟配膳時にも注意していただくようお願いする。
配膳前の再確認
マジックマットの使用
末梢ヘパロックラインの規格統一（０．３ｍｌに統一） インダシン投与マニュアルの整備

・在宅用ＩＶＨのルートの接続、ポンプの設定方法について、パンフレットを作成し病棟に常備する。
・退院前の確認項目について、チェックリストを作成し、活用する。 ・勉強会を開催する。 ・業者と
相談して、アラーム付きポンプの使用について検討する。

入院ししばらくの間は自己管理者であっても服薬の確認を必ず行う。
準備時は再度確認し、複数で確認する。
点滴の指示を見て、確認してからアンプルカット。
ﾊｻﾐ等の危険物を使う作業終了時には器具の点検を行ってから患者を帰す。
病棟と作業療法棟との連絡体制を整理した。（ｶｰﾄﾞを作成した。）
・訓練の時は患者から目を離さない。 ・患者のレベル評価について職種間差や個人差が出ない
よう、医師・看護師・リハビリが一緒になって チェックシートを作成する。

活動前に卓球台の仕組みを説明し無理に力を加えないように説明が不足していた。

・歩行訓練開始前の歩行能力の評価を入念に行う。 ・転倒のリスクに応じた介助方法をとる（リス
クが大きいほど患者様の近傍にいて備える）。 ・歩行訓練時の歩行距離をこまめに段階的に増
やしていく。
安全性について再確認をすること。坐位保持が不安定な患者から離れる時は、臥位にしてから離
れること。
活動前に危険性について説明をし注意を喚起する。卓球台の固定をしっかりする。

判断に誤りがあった。

搾乳量にあったシリンジを使用する。 容器の変更を考える。

思い込みの歯止めをどうするか。チェックの仕組み

名前の確認の徹底（注射ワークシートでの確認とベッドサイドで患者本人に名前確認をする）

カルテ情報収集時に指示欄等みていたが、実施するという意識に繋がっていなかった。

カルテの処方・実施欄まで見る。 メモする等意識の定着に努める。 チームでの情報の共有

ｶﾙﾃ庫に返却されたｶﾙﾃがあちこちに別収納となっているのを、看護師は把握出来てなかった。

外来ｶﾙﾃの貸出しは原則として禁止する。必要な時はｶﾙﾃ室、外来診察室で閲覧する。ｱﾘﾊﾞｲ管
理の徹底（返却ｶﾙﾃは速やかに整理する）

坐位の安全性の確認が不十分であった

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 指示の確認、申し送り内容の確認を徹底する。 処置の順番をよく確認して、業務を行っていく。

状態が分らない人が配薬した。 手渡しになった時点で分るようにテープを貼っていなかった

相手チームが配薬してくれる場合、相手チームの人に確認してから行う。 相手チームの人が配ら
ない。 夕方から手渡しになる場合はテープをはり誰が見ても分るようにする。

ヘパリンの使用期日の確認不足。チャート変更時ではなく、日勤で作成すると思い込んでいた。
確認不足 早くから薬を出したがその後の確認をしなかった

作成日時をしっかり確認する。ヘパリンに作成日時記載する。手順遵守を徹底する。
ワークシートを適宜見直し漏れがないかを確認する

思い込み 不注意 知識不足

準備書をしっかりと見る。 どのような検査かを把握し、その検査の前処置として適切かを判断で
きるようになる。
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具体的内容
昨年度のインフルエンザワクチンを内科の処置室から回収しなかったため、期限内のワクチンを
患者に接種してしまった。

背景・要因
改善策
昨シーズンのワクチンであるにも関わらず、期限内であった。 パッケージに何年度のワクチンで 接種時期の終わったワクチンの回収を徹底する。 ワクチンの菌株について看護師にインフォメー
あるのかの表示がない。 看護師と薬剤師の連携不足。 薬剤師の薬品管理の不徹底。
ションする。 ワクチンのパッケージに「何年度のワクチンであるのか」の表示がされるように、
メーカーや厚生労働省に働きかける。
昨晩も転倒された患者様であり、トイレに行こうと歩行器で移動したところふらつき、壁にもたれか 以前や、昨晩も転倒しており、移動する際にはナースコールしてもらうように説明はしてあったにか ・歩行器をベッドサイドから遠ざけ、自分ひとりで動かないようにしてもらう。 ・現在CAPD導入時
かろうとされたところ、後へ頭からひっくり返った。頭と殿部を打ち、後頭部にたんこぶができた。主 かわらず、1人で移動し転倒された。患者は、1人で移動できると思っている。
期であり、ふらつき等の症状あること十分説明し移動時はナースコールするように理解できるよう
治医に状況報告する。安静にし様子観察するよう指示うけた。
に説明する。 ・頻回に訪室し、患者の行動を把握する。
撮影依頼の患者がコルセットをしていたため、胸椎の依頼だったのに思い込んで腰椎を撮影して 思い込み
伝票の確認をしっかり。
しまった。
撮影伝票に患者姓を漢字間違い記入したままで、撮影フィルムにも入力。入院中に病棟看護師か チェックの仕方の問題点
伝票への患者氏名の正確な記入。撮影ごとに伝票等の確認徹底。
らの指摘で判明。これまでの撮影フィルムの患者名を修正。
撮影伝票を見て患者を呼び込んだところ、伝票では男性（M）となっているのに女性が入室してき エンボスカード作成時の性別入力間違い
関係部署と連絡を取り改善策を検討する。
た。 本人に再度確認したところ女性で間違いなかった。 エンボスカードの性別間違い（Fなのに
Mとなっていた）
撮影用のフィルムカセットにフィルムが入っていない事に気付かずに撮影した。現像時に気付い 情報の伝達・連携と情報提供の問題点 業務手順・ルール・チェックの問題点
職種間での徹底、表示を行なう
た。 カセットは「フィルムが入っていない時は蓋を開けておく」という暗黙のルールがあったが、こ
の時は、蓋が閉まった状態であったため｢フィルムが入っている物」と思い込み撮影してしまった。
患者さんへの影響は、再度撮影を行なう事になったので、予定外の照射、時間ロスが発生
三活の一部がゆるみ血液が逆流しているのを発見。挿入されているルートに三活を追加したばか 管理が不十分であった
きちんとロックしたかの確認。接続部の観察。
りであった。
三方活栓よりロピオンの点滴終了後，そのままはずし，ふたをしなかった．21時頃はずす．24時前 三方活栓より点滴しているとは思わなかった．コネクターを使用していると思いこんでいた．23時 点滴はずす際，きちんと確認する．
にナースコｰルあり，｢ぬれている」と言われ，きずく．
の巡視できちんとルートの確認をしなかった．ルートをはずす際確認しなかった．
山かけに髪の毛が入っていました。すぐに新しい食事を作ってお詫びに伺った。
確認が不十分であった。
厨房に入る前にお互いに作業着をローラーかけていますが、作業時に帽子などから髪の毛が出
ていないか、服についていないかしっかりチェックをしていくようにする。 異物混入防止強化週間
を実施する。
散剤（メバロチン細粒５ｍｇ/ｇ）分包時の分包紙への印字間違い、ＲＰ番号？（Ａ氏ー５）のものを 調剤業務の経験が浅く、注意力に欠けていた。散剤の処方が多く、慌てていた。一枚の処方箋の 以後、分包紙への印字入力の際はＲＰ番号の確認を徹底した。
誤ってＲＰ？（Ａ氏ー４）としてしまった。病棟で患者は２、３日服用後、担当看護師により発見され 中の内容が濃くて見間違えた。散剤の分包紙への印字が繁雑な手入力によるものだった。
中止となり再調剤となった。患者への影響は特に認められていない。
散剤の処方において、４包分包したところ、秤量内容（重量、色調）は処方せん通りであったが、本 分包機印字システムを信用してしまい、端の１包の印字確認しかしなかった。
調剤時、監査時における確認の徹底。散薬分包機メーカーへ原因究明及び再発防止策の解明を
来患者毎に３包の空包が挟まる設定になっているにもかかわらず、当該患者２包と別の患者２包
依頼した。
が連続して印字されており、監査の際見落としてしまった。病棟に交付後、看護師により発見され
た。患者へは未投与であった。
散剤の粉に異物混入。患者の家族が見つけ外来担当医に話す。
今回の異物は見逃すほど小さすぎる異物。 調査に提出中。
散剤分包機のメンテナンス回数を増やす。
散歩中患者が不穏になり逃走した。
患者の状態把握が間違っていた。
外出の許可をもらう際患者の精神状態をしっかり観察する。
散薬分包紙にＡ氏をＢ氏で入力印字した。
昼休憩時間が近く急いで調剤した。
オーダリングから散剤分包機へ患者情報が通信で流れるシステム導入を提案
産科診察室にカルテと母子健康手帳が置かれており、当該患者カルテ中に添付されている血圧 診察待ち状態の患者が多数存在していたことと、医師２名に対して１名の介助スタッフで業務遂行 確実なコンピューター操作と氏名・実施日の確認作業の徹底 看護師の検査結果と医師の画面に
記録用紙より氏名を確認した上で、血圧・体重・をカルテより母子健康手帳へ転記していた。 尿 していたため、焦りを感じながらの業務であった。
よる結果確認作業の実施
検査結果を記載するにあたり、コンピューター端末より検査データを検索して記載したが、誤って
他患者の検査データを記載してしまった。 病棟入院中に他の助産師より指摘され発覚 カルテ・
母子健康手帳の記載事項修正
産科歴に○○と名前記載されていた。父親が入院受付で手続き済ませカルテ作成されたものも○ 入院時に出生から日にちが経過していたので出生届を出したか確認しなった。
出生から日にちが経過していても、入院時に必ず出生届を出したか確認する。 事務も確認する。
○と名前が記載されていた。父親より翌日「名前を換えるかもしれない。まだ、出生届けは出して
いない」と申し入れあり、出生届をした名前でないことに気付く。事務に連絡し、○○児とカルテを
変更した。父親に出生届を済ました後に名前を教えて下さいと指導した。
産後、初回の排泄をし病室の入口で同室者と話をしていたところ気分不快となり、室内のイスに戻 観察不足
初回歩行時はふらつく可能性もあるのでナースコールをしてもらう。
ろうとしたところ転倒してしまった。バイタルサインに異常はなかった。
産婦人科の医師が処方箋に記載している内容では２剤を混合して与薬するので看護師が問い合 ・処方箋記載ルールの不周知
・処方箋記載方法について説明 ・実施者の立場にたった安全な処方箋の記載についての意識を
わせたところ記載方法が間違いであった。
啓発する。
産婦人科入院患者のＢ陰性ＭＡＰ１０単位・ＦＦＰ１０単位の準備が出来たと検査室より産婦人科 ・血液製剤ナンバーの管理の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
血液製剤のナンバーについて血液センターに問い合わせて調べてみると、最初の３桁は営業所
病棟へ連絡。病棟看護師と検査技師でナンバーを読み合わせて出庫した。５分後手術室看護師
番号で、それ以下のナンバーは血液型が違う場合離れていることが判ったので、ナンバー付けに
がナンバーＢAAAとは違うと検査室へ持って来る。ＢAAであった。Aがあるかないかの違いであっ
問題はない。今後サブシステム導入によるバーコード対策なども検討していく。
た。幸い血液型は同じであった。台帳への記入間違いと読み合わせの時の確認の不徹底が原因
と考えられる。
産褥1日目に乳房マッサージのビデオを見てもらい乳房チェックを実施しなければならないところ忘 新生児室での初回オリエンテーション時にビデオをみてから授乳を実施してもらうが、今回は先に 乳房チェックが必要な褥婦の乳房管理表を申し送り時に忘れず、確認しながら取り出す。 勤務終
れてしまった。その褥婦が産褥3日目になった時点で、他の看護師が申し送りをしている時点で気 授乳のみ実施された。 申し送りで授乳は行った。ビデオは見ていないといわれていたが、他の事 了時に実施できているか再確認する。
づき報告を受けた。報告を受けた勤務者で褥婦に謝罪し、乳房チェック・マッサージを実施し対応 に気をとられていたことと、乳房管理表をその褥婦の分取り出すのを忘れた為、産褥1日目の乳房
させてもらった。乳房マッサージのビデオ鑑賞については、褥婦は経産婦でありその時点母乳栄 チェックがされなかった。
養確立していた為、ビデオは見なくてもよいと言われた。
纂宀？は髭剽湖を？え採指か？苧していたが、？？？亠？ＥＫＧ？に返をやろうとしていた。ご社 櫓圭より？剽湖の？えがあり、また採業？苧しても仝ハイ々と卦並はするもののＥＫＧの？亠を？ ？指りを？訓にし、駅勣であれば囮社怛、云繁に覚？を誼て雙崙もする。？？念には討？の彜？
怛はその脅業ナ？スステ？ションに栖？。２２？１５？返を雙崙した。それでも秘蓄せず、２２？４０ て、仝これは採？々と？輝？嬾墾があることより、？剽湖の茅肇と壼朕に秘蓄できるように匳？に を？賀して、？？できる彜？か？？する。
麼嵶匳に？御しセルシン５ｇ仏佩。３０蛍瘁秘蓄したが、？？しようと佩くと、ホルダ？ＥＫＧを蔭が 峺幣をいただくべきであった。
されていた。
酸化マグネシウム1.8g 3×5T 処方調剤にて、調剤済の薬包紙内に異物混入があった。
機械的な問題としては、静電気防止用のテープが年数が経ったために、剥離してそれが混入し
・調剤者は散薬及びワンドウズ調剤の際、分包薬剤を巻き取る際に異物混入のチェックを行なう。
た。監査時には秤量監査は行なっているが、異物混入まではチェックしていなかった。
・監査時には秤量監査と異物混入のチェックを行なう。
酸素１Lの指示があり、施行していた。 開始時２回確認して施行していたが終了時は10Lになって 定期的な確認がなされていなかった。 酸素量を決定するバルヴの特性の把握が出来ていなかっ 開始時だけのチェックではなしに定期的にチェックする
いた。 途中での酸素の確認はしていなかった。
た。
酸素チューブと胃チューブの接続間違い １６：０５ 入浴後、居室ベットで寝ているＹ患者の髪をド チューブにキャップがついている事に“酸素流量計に繋ぐ時しないことだ”となんとなく思いながら 酸素チューブ、胃チューブの両方を使用している患者にたいしてはベット頭部の酸素流量計に使
ライヤーで乾かしている時、患者家族より。「ボコボコが出ていないわよ」と酸素流量計を指して言 も看護師に確認しなかったこと。 患者は胃チューブを鼻から挿入、Ｏ２カニューラも使用て酸素吸 用時の注意事項を書いたカードを掛け、看護・介護職員へ注意を促す。 入職時に医療器具の使
われたため、急いでチューブを繋ごうと思い、確認せずに胃管チューブを酸素流量計に繋いで、次 入を行っていたが、酸素を示す緑色を 確認しなかったこと。 入職間もないスタッフで、医療用具 用にあたっての注意事項を再教育する。
の入浴後の患者のシーツ交換、髪を乾かすため、他の病室へ移動して作業した。（ＣＷ） １６：１０ 使用時の注意事項を十分に理解していなかったため。
「お風呂より戻りました」とＣＷより報告を受け、Ｙ患者の病室を訪室、酸素チェックをしたところ、
胃チューブが酸素接続部に接続されていたため、直ぐ外し酸素カニューラチューブを接続した。
胃チューブを外した際、空気が抜け、腹満感なく、カテーテルチップにて吸引したら、胃液のみ 吸
引された。ＢＰ＝９２／６２ ＳａＯ２＝９６％ Ｐ＝８８ １７：１５ 嘔吐・吐気なし、チアノーゼ口唇な
し、声掛けに頷きあり。（Ｎｓ）
酸素テント収容中ベッドから落ちた、鼻出血あり、特に後遺症なし。
ベッド柵一部使用せず。両親とも付き添っていた。
1～2歳児の転落の危険性を家族に話す。就寝時柵を全てするよう、確認する。場合によりカー
ペットの使用も。
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具体的内容
背景・要因
改善策
酸素ボンベが空になり事務当直へボンベ交換依頼し交換してもらっていたがＳＰＯ2が上がらずに 酸素ボンベ交換後流出しているか確認出来ておらずに行ってしまった。 また、流出後のＳＰＯ2低 ボンベ交換時に限らず、検温時、訪室時等はちゃんと流れているか、 エアー洩れがないかの確
診察時加湿器の容器がゆるんでいるのに気付く。患者さんは一時的にＳＰＯ2低下みられるも再装 下時にも再度の確認不足。
認徹底。 ボンベ交換時は最後は看護者が責任を持って確認する。
着後はＳＰＯ2回復。自覚症状なし。
酸素ボンベが倒れる音がしたので見に行くと患者様がトイレの前で倒れていた。右半身痙攣あり 観察不足 酸素ボンベの管理が不充分（患者様、家族に酸素の残量が少なくなったら知らせるよ 職員が巡回時に酸素ボンベの残量を確認する。
酸素ボンベは空であり、顔色不良であった。ＳＰＯ２は７７％であり、すぐに０２１で開始し１０分後に うに指導していたが知らせてこなかった。）
９３％まで回復した。転倒は低酸素によるものであると考えられた。
酸素ボンベの接続部と径の合わないチューブをコネクターを使わずに接続したためチューブに亀 コネクターを使わずに使用した
確実に接続できるものと交換、全部のボンベを確認した。コネクターを注文中。
裂が入った。
酸素ボンベの点検中１つＯＰＥＮになったままのものがあった。
使用後の確認ミス。
酸素ボンベに「使用後は確認」するように促す札を作成つける。
酸素マスクをよく外す動作みられ、説明し、胃ｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞは触れてなかった。痛みが強く抑制は控 治療上必要なﾁｭｰﾌﾞ類の管理は家族へ説明し、医師と十分検討し、抑制などの対策が不足してい ICU入室後は状態不安定で危険に対する認知障害もあるので、頻回の観察と抑制の検討をする
えていた。２３時３０分頃、観察時、胃ｻﾝﾌﾟﾁｭｰﾌﾞが抜かれているのを発見。
た。
酸素マスクを外す動作があり、同時にＮＧーＴを抜いてしまった。
監察不足 説明不足
ラインは早めに抜いていくようにする。必要時、確実に抑制を行っていく。
酸素吸入している患者の散歩後、病室に戻ってから酸素マスクを当てたが酸素が流れていると思 酸素吸入時の看護基準の周知不足。確認不足。
酸素吸入時の看護基準の周知。
い酸素を流さなかった。（自分は病室を離れる場合いつも酸素を止めずにいた）
酸素吸入中、経鼻チューブに蒸留水が入った。
不注意
確認作業の徹底
酸素吸入中の患者様がトイレへ行きたいという訴えがあり、中央配管より酸素ボンベにカニューレ ボンベの設定の確認を十分に行わなかった。 手順が違っていた。 器酸素吸入を持続的に行っ 酸素ボンベの使用手順を再確認する。
をつなぎ変えた際、酸素ボンベの残量もあり、流量計も合わせた為トイレへ行ってもれった。しか ている患者がほとんどいないことから、取り扱い手順にスタッフどおしで違いがあった。
し、帰ってきた際カニューレをつなぎ変えようとすると酸素が流れておらずボンベが閉まっているこ
とに気がついた。Ｓｐｏ２測定し低下していたがそのまま安静にし、正常に戻った。
酸素飽和度88%であったが患者が酸素カヌラを外そうとするので装着しなおし経過見ていた。医師 医師とのカンファレンス不足。対策を検討していない。
患者の状態観察を行い、酸素吸入を拒否する患者のカヌラをテープで固定し、必要あれば抑制を
より酸素飽和度低下しても酸素調整していないと指摘された。
考える。
酸素飽和度監視プローブを装着していた指に水泡形成が見られた。
８時間以上の長時間手術であった。 プローブ装着部位が滅菌デッキでおおわれ、術者と介助者 チェックシート作成し時間毎のチェックを行う。
が立つ場所であったため観察不十分となった。
残胃手術後、食事開始となり当日は３分粥であったが５分粥が配膳されていた。患者は摂取した 食事伝票には３日毎アップであったが２日アップで理解されていた。配膳時、確認が遅れたため、 配膳時、患者が何食の時期であるか確認する必要がある。
が問題なく経過。３分粥のはずが５分粥との情報があり確認後誤って配膳されたことに気がつく。 早期に発見できなかった。いつもと違う術後の食事変更
１日５分粥を摂取していた。食事伝票は３日毎アップで記載されていたが２日アップで理解されて
いた。
残薬確認時、昼食後薬が残っており昼薬と夕薬を間違えて内服したものと思い込み、そのまま夕 確認 観察が不十分であった 看護師側の勝手な思い込みがあった
内服時、内服後の確認 観察を行う
薬へ変更とした。しかし実は昼薬を内服しておらず昼薬を夕薬に内服してしまい、夕薬が、内服さ
れていなかった
使用した針を破棄しようとし、外回り看護師に受けてもらったが、受けた紙からはねかえり架台に 使用した針を破棄しようとし、外回り看護師に受けてもらったが、受けた紙からはねかえり架台に 大きめの紙で針をうけてもらう。また、架台より低い位置で受けてもらう。
戻ってき、架台を不潔にしてしまった。
戻ってき、架台を不潔にしてしまった。
使用しなかった輸血用血液を検査室にすぐ返却せず、ナースステーション内の冷蔵庫に保管して 輸血用血液の取扱い手順が守られていなかった。
検査室より輸血用血液の取扱いについて再度、説明書を配布のうえ徹底。師長会にても確認。
しまった。翌日、返却しようとしたが、シャーベット状になっていた。
使用する化学治療薬を投与する際、明日分の薬剤を使用してしまった。勤務終了時に本日分の 治療薬の内容・薬剤名・量の確認は行ったが、日付の確認を怠った。
薬剤投与前の確認事項をきちんと行う。
薬剤が残っているのを 同職種の看護師により発見。
使用後の翼状針置き忘れ
確認不足
廃棄ボックスを必ず持参する。物品のチェック
四肢の運動機能を見るために一時抑制を外した。その間３０分ほど傍に付き添っていたが危険行 観察不足 判断不足
患者の抑制を外した後に傍を離れる時は他看護師に観察を依頼する。 誰も傍にいることが出来
動もなかったために抑制を解除したままにした。その後他患者様のケアを行い患者のもとに戻ると
ない時は抑制をさせていただく。
ＮＧーＴを自己抜去していた。
四肢抑制中にもかかわらず体動活発、フォーリーカテーテル自己抜去し左手に握っているところを チューブ管理不足（患者の目につかない工夫等）。観察不足。
観察強化。
発見。
四人部屋の４ベッドの方が眠前に下剤を希望されていた。間違えて、１ベッドの方に与薬してしま 体調不良もあるが、思い違い。
与薬前には、ワークシート等で確認をする。
う。しばらくして間違いに気が付く。1ベッドの方に謝罪し了承を頂く。 当直師長報告する。
子宮外妊娠の手術後、抗生剤の点滴をつなぐ際に、内容の同じ別の患者様の分をつないだ。点 ２人分の点滴が準備されていたが、点滴の入っているケースを患者様のものと思い込み抗生剤の 声に出して患者名まで手順に沿って確認する。 ベッドサイドで患者様と共に確認できない時は、
滴終了後、他のスタッフから患者の点滴が残っている事を指摘され間違いに気付く。
内容と？というナンバリングを見て他を確認しなかった。 患者様の名前の確認とベッドサイドでの ベッドネームと確認する。
確認を怠った。
子宮頚部円錐切除術を受けた患者が１８：２５ ＯＰ室より帰室した。 ＯＰ後帰室時と６時間後の ＯＰ患者３名（うち２名はチームの違う患者）分娩進行中で産科助産師、遅出看護師とも分娩室に 主治医に報告し２３時と翌日３時に点滴施行
抗生剤点滴の指示があったが帰室時点滴をしていなかった。２２時に処置室に戻ってきた際伝票 入っていたため、当患者の情報収集も指示確認も全くしないまま、急遽ＯＰ後の迎え、ＯＰ後観察
と注射をみて気づいた。
と行い、他２名のＯＰ後観察も行っており、２２時までナースステーションに戻ってくる時間的余裕
がなかった。 抗生剤点滴は２３時と思い込んでいた。（開腹術の場合のパスが２３時となってい
る） 産科助産師も手が離せず、申し送りを行なう余裕がなかった。
子宮腺筋症の患者にリュープリン1.88が処方されたがリュープリン3.75を開封し、他の看護師の確 確認不足、用量の違いがあるのを知らなかった。
開封前に、指示表と照らしあわす。 チェックは、開封前に行う。
認の際に間違いに気づき破棄し1.88を再開封し使用した。
子宮全摘後、ドレーンを留置し閉腹となる。翌日、日勤の看護師がドレーンが短いと思った。その 指導医の指導不足他。
術後の診療体制も含めて責任体制をはっきりさせる。
後、確認はしなかった。深夜勤の看護師がドレーンがないことを気付いた。腹部ＸＰ撮影したところ
腹腔内にドレーンがあることを確認し、再手術を行いドレーンを摘出した。ドレーンがしっかり固定
されていなかった。（糸がかかっていなかったか？）
子宮体癌細胞診を施行、検体の患者と伝票の患者が違っていた。
医師の依頼伝票記入が検体採取後になることが多いためカルテの見間違いなどが起こりやす
カルテ確認を確実に。患者に基本ファイルを持って移動してもらい検体が出た場合はその場で基
い。
本ファイルを見ながら記入する。検体採取後の氏名記入時は細心の注意を払って確認、基本ファ
イルと照合しながら記入。
市健診の採血にチェックするはずが、別のセット項目にチェックしてしまった。未前に気付き大事に 診断の遅れ
忙しくても、チェックを怠らない。
至らなかった。
市町村基本検査時、便持参の患者の検査依頼用紙に他人のエンボスカードを押した。
確認もれ。不注意。
マニュアルの徹底。確認の徹底。
市町村基本検診受診時。PSA検査希望されるが、看護士確認ミスのためオーダー用紙に記入し 確認不足。確認漏れ。
マニュアルの徹底。確認の徹底。
ておらず、検査できず。
市民健診結果説明時、高血圧症がみられたが患者への説明を忘れ、記録用紙にチェックしなかっ 他にチェック項目が複数あり、また現在治療中であった高血圧症を軽視していた。
健診の検査成績を記載する際はダブルチェック（自ら行う）が必要であると考える。
た。
思い込みで調剤を行い、間違った薬を出してしまった。
処方箋を十分確認しなかったこと。
思い込みで行動せず、確実に処方箋をチェックする。
指示が出ていないのに、「２０％２０ｍｌ＋アリナミンＦ１Ａ」を多く準備し、残りを破棄することになっ 今までの習慣で、事前に準備していた。
注射箋による指示が出たのを確認してから、注射薬の準備をする。 基本を忠実に守る。
た。 破棄数：１本
指示が出ていないのに、「２０％２０ｍｌ＋アリナミンＦ１Ａ」を多く準備し、残りを破棄することになっ 今までの習慣で、事前に準備していた。
注射箋による指示が出たのを確認してから、注射薬の準備をする。 基本を忠実に守る。
た。 破棄数：２本
指示が出ていないのに、「２０％２０ｍｌ＋アリナミンＦ１Ａ」を多く準備し、残りを破棄することになっ 今までの習慣で、事前に準備していた。
注射箋による指示が出たのを確認してから、注射薬の準備をする。 基本を忠実に守る。
た。 破棄数：６本
指示が変更になっているにもかかわらず、看護師が変更内容を記載していなかった為、別の看護 指示が変更になっているのに内容を変更していなかった。 注射時、注射伝票を確認していなかっ 注射時は必ず伝票を確認する. 変更の記載は忘れてはならない。
師が与薬（注射）をした。
た.
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具体的内容
指示が薬局に上がっていなかったため看護師が調剤を行った。

背景・要因
改善策
注射箋を確認した際、いつもの量と思い込み変更しないでつなげてしまった。思い込みにより確認 注射箋の確認を怠らない。
が不十分であった。
指示された点滴（トリフリード５00ML)に、適切に薬剤（アミノフィリン1/2A）を調剤しなかった。1時間 指示の不徹底があった。
指示書の確認の徹底。
ごにきずき瓶注し再開始する。患者の状態には 変化はなかった。
指示された点滴を施行したつもりでいたら、以前の点滴内容をしてしまった。 何も起こらなかった 外来では、処置係のナースが１人で確認をしている。 自分が思い込むとそのままになってしまう。 １．指示内容を赤字で囲む 変更後は変更した時点の内容を赤丸で囲むようにした。 ２．点滴施
が、他のナースがボトルに書いてある内容の違いを発見した。 ブスコパンであったので、排尿障
行後１５分から３０分の間に、再度カルテを見て確認する。
害・口渇が考えられるが、何も訴えはなかった。
指示された内容の点滴を間違えて患者に実施し、患者からの指摘があり指示のものに変更した。 注射票を確認する際に他のメモがついていて、全体の指示が確認できなかった。 確認不足
十分な確認をする。 基本の３回チェックを実施する
点滴内に入れる予定の注射液を単身で実施。患者への被害はなく、患者からの理解も得られる。
指示されてあった（クリﾊﾟｽ適用）手術前の処置である座薬を投与しなかった。

新人に対するフォローの問題

指示されていた滴下速度を確認し、指差し呼称して実施したが、 考え事をしていて、思い込みで
作業をしていた。その結果、滴下指示よりも早い速度で行い、予定時間前に終了してしまった。患
者症状に影響が見られなかったため医師に確認し処置不要とした。
指示シートに○月１１日安静、○月１２日、５％ブドウ糖を２５０ｍｌゆっくり投与と書いてあったの
に、１１日に５％ブドウ糖を入れると思い込み、薬剤を準備し他の看護師に確認してもらった。その
際「今日入れるから」とＷチェック者に言ってしまい、薬剤の確認だけしてもらった。患者に注入
後、指示を１日早いものをみていたのを、他の看護師に指摘され気付いた。患者様には異常みら
れず。医師に報告し、経過観察となった。
指示シートの見落としで朝食後薬を与薬しなかった。 クラビット１００ｍｇ
指示シートの処方欄に入力されていたグリミクロン４０ｍｇを与薬した。その他の指示欄が消えてし
まっていたので再度入力してもらうように依頼し、指示シートを出力したところ、グリミクロンは昨日
で中止になりヒューマリン皮下注射の指示が出ていた。医師にグリミクロンを与薬した事を伝え
た。血糖が高値であったのでインスリンも施行するように指示が出た。
指示シートを確認したが検査の指示はなかった。しかし、採血管があったので見落としたと思い込
み採血して検査室に提出したところ昨日の日付の採血管であると指摘を受けた。
指示では、１０ｍｌ／ｈであった輸液が５ｍｌ／ｈで入っているのを次の勤務帯の看護師が発見する

注意力散漫。確認作業の不備。

新人が対応している場合はリーダーがポイントの確認をする。 クリﾊﾟｽ通り確認していくことを徹
底する。
確認作業の徹底。身体の自己管理を指導。巡回時に患者への処置状況の確認作業を行うよう指
示。

確認不足

指示シートをみる時は日付も確認する。 Ｗチェックを受ける時は相手を誘導するような発言はし
ない。 Ｗチェック者は責任を持って行う。

確認不足
指示シートをしっかり確認する。
確認不足 指示が消えてしまったのは原因がはっきりしなかった。コンピューター上の問題と思わ 指示が曖昧な場合は必ず医師に直接確認する。
れる。
採血管の日付まで確認しなかった。 思い込んでしまった。

指示の確認不足。手術患者のＭＡＰ、麻薬受け取りに薬局・緊急検査室へ行き手術室に届けた
り、他の患者の急変があったりと他の事に気を取られていた。
指示で採血を行った。しかし、スピッツを間違えて採血をしてしまった。検査科より連絡が入り間違 採血オーダーが出て自分では確認したのだが、確認が不十分であった。思い込みがあった。
いが発見された。患者様にはすぐ連絡を取り、再度患者様の時間に合わせて来院していただくこ
ととなった。
指示で中止となっていたが伝票に中止とするのを忘れており施注してしまった。
指示受けミス、
指示にて生食１００ｍｌ+ブラドール１Ｖを朝、昼、夕で与薬指示あり。朝の分を施行していなかった カルテをみおとしてしまっていたこと
ので、日勤者が気付き発覚した。
指示により、右足背部にホットパック（間接的タオル使用）を施行する。その後、右足背部に紅班？ 患者の表在感覚等、必要な情報がなかった。 温度覚障害等の確認をしなかった。
水泡ができ、？度熱傷の状態となった。
指示のあったＸーＲａｙの依頼箋を書き忘れたために指示日に検査が行なわれなかった。
依頼箋の確認ミス
指示のノイアップをノイトロジンと間違えて注射した。２回目の準備中に気がついた。
業務手順確認
指示の見落としで血液製剤未実施
確認不足
指示の抗生剤の点滴をセットし接続し、離れた。10分後他のナースに呼ばれ、抗生剤を溶解せず ルーティン業務的な行動で、確認作業を怠った。作成時、施行時とも集中力に欠けていた。
に投与していることを、指摘された。
指示の生食100ml＋ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ１/2Aを施行しようとし、見間違えて2mg 1mlのところを2mlと思いシリ 2名で確認をしなかった点 確認のルールが守られていない
ンジに1ml吸引した。残をシリンジに吸引しようとして気づいた。混注したものは使用せず新しく作り
直して施行した。
指示は、KN3B、キョーフィリン、ソルメドロールの指示であったが、準備されていたのが、テオドリッ 朝、混雑するときで忙しく、確認不足
プであった。調剤確認時気がついた。
指示は患者AにニトロダームTTS､患者Bにはリファタックテープを貼るべきところを取り違いをして 外用薬を準備する者と、外用薬を貼用する者が別で同一人ではなかった。
しまつた。
指示は患者Ａの採血であったが、間違えて患者Ｂから採血してしまった。初めから患者Ｂと思い込 確認不足。
んでおり、採血する際スピッツをみるも気づかなかった。
指示をみまちがえ、止め指示がでていたラクテックを払い出し、ヴイーンＦを払い出し忘れた。病棟 処方箋の確認が不十分
看護師が発見した。
指示を見誤り、分包量を間違えた。（一人で調剤、監査を行っていた。）与薬され後に気がつき、医 人員不足、確認作業の誤り。
師に報告、症状に副作用等の反応ないため、そのまま投与続行となる。
指示を見誤り滴下してしまった。
確認作業が不適切であった。
指示を受ける時、×２を×３と思い込み、投与時間を記入した。

思い込みが発生した。

指示時間外にインスリン注射をした
指示受けにて、持続点滴が中止を１日１本と間違え２日間ソルデム3（500）を施行してしまった。
指示受けの際、ＩＣＵチャートに血液型を書き間違えた。

指示確認の問題
指示受けが不慣れで確認ができなかった。二重確認不足。
時間に余裕がなかったこと、暗かった事も関与しているのか、自分でも間違いに気づき驚いた。

指示受けミス。ＩＣＵの指示簿は表・裏両面を使用しているが○月29日の指示を28日として受けて
おり、点滴も準備され0時からの点滴も実施されていた。指示受け・確認は日勤・準夜・深夜の勤
務者が行なっており、深夜で間違いに気づいた。
指示出す時の約束事があるが指示棒を入れていない為気付くのが遅くなった。
指示書に生食42,5mlにドブトレックス150mgと記載してあったが、以前他の薬剤を作成する際小数
点以下は切り捨ててよいと教わり、カテコラミンであるにもかかわらず、小数点以下を切り捨て生
食４２ｍｌにドブトレックス150mgで作成してしまった
指示書に尿量＜２００ｍｌ／４ｈでラシックス０．５Ａ静脈注射の指示があったが見落とし施行しな
かった。２０時の観察時は１６０ｍｌ／４ｈ ２４時は１８０ｍｌ／４ｈであった。
指示書を見た時にインスリンの指示はヒューマログと書かれていたのでケア一覧にヒューマログ４
単位と書いた。その後、深夜勤務者からの申し送り時にヒューマカートと聞こえた為に自分の見間
違いだと思いケア一覧を書き直した。実施時、冷蔵庫を確認すると患者様のヒューマログがなかっ
た。そのためヒューマカートでよかったのだと思い打ってしまった。
指示上○月７日バクトラミン ジフルカン内服薬与薬すべきであったが ○月６日から内服与薬し
ていることを発見

指示簿の確認不足。次の勤務者も見落とし。

指示シートに指示が無い事を確認した時点で採血管がある事に疑問を持ち確認する。 採血管を
自分で準備した時は検査室から来たものは処分する。
発見した時点で当直医師に報告し、指示量の１０ｍ／ｈに戻した
カルテ・ラベルの確認をしっかりと行う。 思い込みをなくす。 声だし確認を習慣づける。
指示を受けたときは、一つ一つよく見直す。
カルテを必ずみるようにする
指示に対し、実施するうえでの検討・確認をしていく。
特に現時点では無し
複数でマニュアルに順じ確認徹底する。
指示の確認を徹底する 患者の状態を考えて何が必要かを考える
薬剤投与時のルールの厳守。
マニュアルを遵守し指示書とアンプル表示を2名で確かめる。再度全員に周知する。
調剤時の確認で発見できたが、準備時でももう一度確認する。
準備する者と、外用薬を貼用する者を１人とし、１人で業務を完結するように業務の見直しをした。
伝票とスピッツを持って本人のところへ行き、声を出して確認する。
一人監査時の確認の徹底を指導した
マニュアルを厳守し、複数の職員で確認するよう指示。
確認方法について、声だし、指差しなどの作業を行い、病室ベットサイドでは再確認を実施するよ
う指導。
先入観や思い込みを持たないよう、又、焦らないよう、一度記入しても何度も落ち着いて時間のあ
るとき見直す。又、正確に受けるよう忙しい時は、避けて指示受けをする。
再指導とダブルチェック
きちんと指示を確認し、伝票にも中止と記入する。
落ち着いて指示受けをする。今後重要な情報に関して、看護師が毎日転記するというのは検討が
必要。
指示受け時のマニュアルの遵守。

業務ルールの確認不足
指示棒を入れるだけでなく看護師に指示がある事の声かけをお願いする
カテコラミンに対しての知識が不足しており、また患者の状態を正しくアセスメントしていなかった。 カテコラミンに対する知識を身につけ,医師がどのように投与量を決めているのか、また患者にとっ
てなぜそれが必要なのかアセスメントするために疾患、術後の状態、薬剤の影響についての知識
をふかめる
確認不足
指示シートをしっかり確認する。
確認不足

おかしいいと思った事は必ず確認する。

思い込み

指示を取る際必ず日付けを確認する
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具体的内容
指示注射箋を十分確認せず指示切れと思い込み、当日分の抗生剤注射を忘れた。
指示板に週一回のＮａ/Ｋ測定があったが同時に採血の日でもありシリンジを2つ用意して採血を
行おうとしたが採血のみ実施しただけでNa／K測定を忘れてしまった、一時間後に気付き測定し
た。
指示版には目を通したが検査の指示が入っているのを見逃してしまった。日勤帯に移った時、日
勤者が指示板を確認した時に気付き、その後時間が遅れていった。
指示表を見て、患者の名前を見て、点滴準備し施行する。 その後、点滴に氏名を記入してなかっ
たのを気づき氏名を記入。 点滴中に患者の家族に、名前が違うのを指摘される。
指示分DXチェックの値を主治医に報告するとインシュリン４単位施注指示有、その後２時間後に
再度ＤＸチェック指示有施行する。指示録には注入前と書かれていたが準夜に注入前のDXチェッ
クのことは申し送らず夕の注入前が抜けていた。指示録をコピーしてフローシートと注射用トレイに
は入れていたので深夜が気づいてくれた。
指示薬を準備しわすれ、申送り時に気付き朝の与薬がされなかった。
指示量は４０ｍｌ／ｈであったが抗生剤投与後５０ｍｌ／ｈで投与。投与開始２時間後、準夜看護師
に発見され。流量戻し、主治医に報告。様子観察ということだった。
指示箋には「発熱時より与薬開始」と書かれていたが臨時処方された日より開始してしまった。

背景・要因
1人あたりの指示書の多さ。指示書の見ずらさ。
採血に気を取られ自分では測定した気になっていた

改善策
指示書の集約化、指示書の見直し。検討。
離れる前にもう一度指示板をよく確認すべきだった。

医師からの連絡不備

確認の徹底

注意・確認不足・思い込み 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

準備・施行手順の徹底

指示録をていねいに読まず口頭指示をそのままで申し送ったためと考える。

準夜に申し送る前に指示録をコピーしてフローシートに貼った時、再度確認したらよかったと反省
した。口頭指示を受けたあと再度カルテ指示を確認する必要があった。

指示箋の受け取り、管理方法の誤り。
抗生剤終了後、流量を確認していなかった。

指示箋等の取扱について再度指導、処方指示については、迅速に対応するよう指示
点滴交換時は必ず、流量の確認。

指示箋の見誤り。

指示箋には18時の指示が出ていたが、誤って16時に投与してしまった。
指示箋によりテープの貼り換え指示がなされていたが、作業を忘れてしまった。

指示箋の見誤り。
疲労による注意力の欠如。

指示箋等の伝達については、正確に履行し、担当者および関係スタッフ内で周知徹底するよう指
示
記載方法の明確化、確認作業の徹底、ダブルチェックの実施
指示箋の処理、申送り等については、不備がなく、本人の心的状態に起因するものと考えられ、
自己管理について注意を促した。
確認作業の徹底。薬品準備から与薬、残薬確認まで責任を持って作業するよう指導

指示箋に記載のあった薬品を誤認し、間違った量を与薬してしまった。患者に謝罪し、改めて残り 指示箋の確認ミス。
の分を内服してもらった。
指示箋の見間違いにより点滴薬を誤薬してしまった
処方指示箋の確認ミス、緊急患者対応による管理不足
指示箋を確認して準備した看護師の誤りにより、医師の指示が１回１グラム投与であるのに、０，５ 指示を確認した看護師Ａは、１バイアルが１グラムだと思い込んでいて、指示箋とバイアルの照合
グラムのバイアルを１バイアルのみ（０，５グラムのみ）しか投与しなかった。
をマニュアルどおりに行わなかった。指示箋に書かれた医師の指示がわかりにくい記載方法の
上、字が汚かった。医師の指示の記載方法が医師ごとにばらばらで、確認がしにくい。担当医師
が指示箋を確認していた午前中、施行前に再確認していた午後ともに外来診察中であった。指示
箋が外科とそれ以外の２種類あることから、確認作業がやりにくい。
指示箋を見間違え、誤薬してしまった。
確認不備
指示箋を見間違え、誤薬してしまった。
思い込み。確認作業が不適切であったため、曖昧な認識で薬品を判断してしまった。
指示箋を見落とし、BSチェックを忘れた。
指示箋の見落とし。
指示箋内容が使用薬でなかったため、医師に確認し、誤りであったとの報告を受け与薬した。その 確認後の記載手続き処理ミス。
際に指示箋の記載を書き換えなかったため滴下時に指示内容が違うことを別の看護師が、再度
確認したところ誤りであったと同じ指示がなされた。
指導医が「フルイトラン１／２錠朝食後」と言ったのを臨床研修医が「フルイトラン１／２錠毎食後」 ・臨床研修医が出した指示を指導医がカルテを見て確認していない。 ・指導医が指導要項に基
と聞き間違えてフルイトラン３／２錠 分３で処方した。４日間服用していた時、患者が脱水状態に づいた教育・指導がされていない。
なったため内服薬が過量に投与されていたことがわかった。フルイトラン内服中止とし経過観察と
なった。
施行予定の5%G500に混注の指示があったが、ヴィーンＦの中に混注してしまった。 他の看護師 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
の指示があり、間違いに気がつく。
施行予定の抗生物質の点滴を忘れていた
チェックミス
施設入所中より痴呆・徘徊あり、家族の付き添い中であった。家族の外出中にﾍﾞｯﾄ柵を外し、ｵｰ 転倒・転落アセスメントスコアの評価（１５点）をして、肺炎の為、治療を優先し、家族の協力を依
ﾊﾞｰﾃｰﾌﾞﾙとﾍﾞｯﾄに右手を挟んだ状態でうつ伏せ状態の患者を発見。
頼。４柵ベット、ベットを低く及びベット周辺の環境整備をしていた。家族の外出中の事故で、家族
に依存傾向にあった。
死後の処置中ナースコールあり。別チームのＡ看護師が対応。患者よりKT38.6度の熱発あり、座 処置中であったが、自分でチームの患者のことは対応すべきだった。指示の確認を怠った。インダ
薬の希望あった。指示ではインダシン50mgであったが、ボルタレン50mgと間違って伝わり、Ａ看護 シンと頭で解っていたが、口頭で間違っていることにきずかなかった。思い込んでいた。
師施行。一時間半後冷中の薬整理中Ａ看護師が患者本人用の座薬インダシン50mg発見。Ａ看護
師より、ボルタレン50mgを使用したが良かったのかと言われ、初めて間違っていたことに気付い
た。以上主治医Drへ報告。患者の状態に問題はなかった。
私がホールでモップを片付けていたところ、車椅子の患者が配膳室のカウンターに設置してある 夕食後、ポットは台ごと配膳室の少し奥に置いた。しかし、他患者が使用することもあるので、患
ポットに手をかけようとした。そのとき、患者は、車椅子のストッパーも止めず、立ち上がろうとして 者たちが手の届く範囲に置いていた。ポットの設置場所の検討が不十分だった。また、ストッパー
いたため、熱傷および転倒の危険があった。コップにお湯を入れようとしていた。
の使用方法などの患者への指導が不十分だった。
私が階段から降りてくると廊下トイレ前に患者が倒れているのを発見する。床に出血があった。他 ヘッドギアを着用していたため、小さな怪我で済んだ。転倒リスクが高い患者だったが、観察が不
の職員を呼んで対処する。出血は鼻血だった。
十分だった。
私が呼び止められ患者と会話をしていた際、ベットで横になっていた患者がいきなりベット柵を外 投げつけた患者は、うるさいのでいらいらしてやったとこのとだった。
し、話をしていた患者様に投げる行為があった。
私が夜勤明けで、車で帰宅途中、街道歩道側の壁に患者が寄りかかっているところを発見する。 この日、患者に熱はなかったが、もともと喘息もあり体調不良であった。単独外出可の患者であっ
患者は汗をかき、表情がいつもと違っていた。声かけすると「大丈夫。」と話すが、口先で話をして たため、観察、声かけが不十分になってしまった。
いる状態で苦しそうであった。患者は、歩き出すものの、道路に座り込んでしまい、自力では立て
ないため、私が病院に電話し、車で病棟入り口まで送る。病棟職員に引き継いだ。
私はリーダーで臨時のオーダーが出た。50％ｇｕL500ｍｌとワークシートを出してフリーの人に頼ん 教育不足
だ。その後Ａ氏の所にいったら末梢からつながっていた。すぐにＨＤカテに切り換えた。後でその人
に確認した所、末梢からつないではいけない事を知らなかったと言われた。頼む時、どこからつな
ぐか指示を出すべきだった。
私は患者のＩＶＨの滴下を確認した後、休憩へ行った。その5分後、別の看護師が病室へ様子を見 環境整備が十分にできておらず、オーバーテーブルの上にハサミが置いてあったことが、一番の
にうかがうと、患者が病室にて、オーバーテーブルに置いてあったはさみを使用し、ＩＶＨのルートを 原因であったと考えられる。また、点滴施行中はもっと看護師の目の届く所にいていただくべきで
切断してしまっていた。5分という短い間ったため、血液が逆流することはなく、点滴の薬液で床が あった。
ぬれただけだった。
至急採血の検体を検査科へ搬送機で送ったが、採血結果がないため医師より確認があった。検 ・搬送機の操作間違い ・搬送機捜査時の確認不足
体の行方をさがすと医事課へ送られる搬送機に残っていた。
至急追加のCRPの依頼を受け、依頼指示入力はしたものの、担当者に追加指示を伝え忘れてい 追加指示が出た場合以下の４つの過程を経る。 追加入力・依頼書に追加のチェックを入れる・報
た。看護師が報告の遅延に気付き検査に確認を入れてくれたことにより発見。急遽検査するも患 告書の破棄（最終報告書がでている場合）担当者に連絡 今回追加指示の対応を２人で分担して
者の診察時間の延長を招いた。
対応していたため、双方が、相手がしてくれたものとの思い込み確認を怠ったため。
視力検査で、ＦＡＲで測定すべきところをＮＥＡＲで測定。途中で気が付き直したが２人は間違って 確認不足・思いこみ
測定
視力検査結果を患者間違いして入力した。外来看護師が診察前の気づき訂正した。
患者一覧表の画面から立ち上げ確認を怠った
視力検査後、自分（幼児）でイスから下りようとした時、足が床まで届かず、イスから落ちてしまっ 目を離してはいけない年齢なのに、目を離してしまった。
た。
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指示箋の確認作業の徹底。 緊急患者受け入れ時の対応マニュアル等の整備見直しの実施
看護師は、指示に疑問をもった場合は自己判断せずに必ず医師に確認を行う。医師は読みやす
い字で、誰もが理解できるような指示を出す。医師間で指示箋の書き方を統一する。指示箋の統
一。
確認作業、ダブルチェックの徹底
確認作業の徹底。指差し呼称の徹底。
申送り時の的確な伝達と確認作業の徹底。患者管理に対する注意喚起
ミスが発見された場合には、訂正処理を完結すること。 結果については、スタッフへ周知すること
等指示。
・臨床研修医が記載したカルテを指導医が必ずチェックする。特に指示確認は慎重にする。 ・看
護師は出された指示に疑問がある時は指導医に確認する。
注意・確認の徹底
業務に入る前のカルテを念入りにすべきであった
転倒転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策・ｹｱ計画の検討。（ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整
備・頻回の（３０分毎）ﾁｰﾑでの観察
かならずチームないの患者の対応は責任持って行う。指示の確認は毎回おこなっている。

ストッパーの使用方法を再度説明し、お湯が必要な場合は、NSに声かけするよう説明する。
階段、昇降時はＮＳに声かけさせ、ＮＳがフォローしていく。
些細なことですぐにかっとなる易怒的な性格だが受容的な対応で頻回に接触すると易怒性がなく
なることもあるため、それを踏まえて対応する。
外出時は、観察声かけを行う。

指示の徹底

家族に説明をし、はさみ、ペンチ等の危険物を持ち帰っていただいた。また、危険物がないようにう
環境整備の徹底をする。 点滴施行中は看護師の目の行き届く所で施行させていただく。
・搬送機は搬送先を画面で確認し、操作する習慣をつける。
確認作業の徹底
準備段階で確実に確認する
確認の徹底
特に年齢の小さい子供は、自分でイスから下りようとしても出来る出来ないを過信したりせず手を
貸す必要がある。
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具体的内容
視力障害があり、普段は車椅子で移動している患者（近くへは手すりづたいで歩行）が、一人でデ
イルームまで歩いて体重をはかろうとしたところ、転倒して臀部を打った。
歯科用診察ユニットのスピットン自動洗浄水から赤水が発生してた
事故で通院されている患者で、別カルテを使用しているのを確認するのを忘れていた。 事故カル
テのみの処方箋発行で別カルテの処方箋発行ができていなかった。

背景・要因
改善策
普段一人で歩く時は看護師の見守りのもとであったが、患者は看護師には何もいわずに一人で歩 一人で歩く時は、看護師に一言伝えるよう、患者に説明。
いた為、デイルームに来るまで看護師は気づかなかった。
歯科における医療用器機において、メーカーの管理意識が薄い。
現場においては、診療開始前の点検を行なってる。
見落とし見間違いによる問題
事故のカルテと他の保険のカルテなど、両方使用している患者は十分確認して点検するようにす
る。処方箋の有無に関係なくカルテの確認を自分だけでなく上し又は同僚など他人の人の確認を
必ず行う。
事故当日インスリンの量が４単位増量になっているのに気づかず、看護師Ａが医師の指示量より 医師がいつ指示変更をしたのかが不明。また、看護師に指示が変更されていることが伝えられな 医師は指示を出したり指示を変更した場合は、看護師に直接伝えるか指示棒を用いて指示が出
４単位少ない前日と同量を患者に投与した。医師がいつインスリン量の変更の指示を出したのか かった.指示箋を確認した看護師Ｂ、Ｃが、書き出し表に指示量と薬品名、患者氏名を転記してい たことを知らせる.転記を止める。看護師は、指示を施行する前に指示箋で確認をする。特にインス
は不明で、指示箋の確認をした看護師ＢとＣは、増量されていることに気がつかなかった。
る、現在のシステム。患者は高齢であること、理解力が低下していること、難聴があることなどの リンについては、当日検査がないか等についても確認をする。
理由により、インスリンの量や薬品名については説明していないこと。実際に施行した看護師Ａ
は、書き出し表のとおりに投与したが、投与前に指示箋で確認をしていない。（当院においては確
認が義務付けられていない）
事故当日インフルエンザワクチン接種の予定が２名あった。内科外来の準看護師が患者を呼び入 患者はＢという名字ではないが、職場で「Ｂ」と呼ばれているため、準看護師の呼びかけに返事を 看護師や医師は患者の確認をする際には、患者自身に名乗ってもらい、生年月日を持って確認
れる際「Ｂさん」と姓だけを呼んだところ、Ａ氏がはいと応答したため、診察室に案内した。医師が してしまった。準看護師、医師ともに患者の姓だけしか呼んでいない。患者確認はフルネームで行 するという原則を遵守する。医療従事者は、患者確認の際の患者氏名は必ずフルネームで行う。
再度「Ｂさん」と呼びかけたところ再度はいと応答があったため、医師も準看護師も該当の患者だ い、患者自身に名乗ってもらうという原則が守られていない。医師と準看護師は、高齢者や難聴の 看護師は、患者に注射をする時には、注射の内容と目的を患者に説明する。
と認識し、インフルエンザワクチンの接種を行った。その後患者から「インフルエンザですか」との かたがよく聞こえなくてもハイと応答することがあるという認識を強く持っていなかった。準看護師
問いがあり、患者氏名を確認したところ、Ｂ氏ではなくＡ氏であることがわかった。
が注射の際、患者に注射の目的と内容を説明しなかった。医師と準看護師は、患者が該当のＢ氏
であるという誤った思い込みをしていた。
事故発生前、患者は覚醒していたが、ナースコールすることなくうとうとされていた。病室にはナー ベッドが患者の状態に適していなかった。 患者の理解が不十分であった。 身体損傷のリスク状 患者にあったベッドの選択 柵の選択。 部屋の変更
スステーションの横でブラインドにより室内の様子が観察できるが夜間はナースステーションの光 態であったにもかかわらず、ベッドチェンジの対応が遅れた。
が漏れるため閉めていた。発生時患者様はベッドの頭と足が逆になった方向で床にうつぶせに
なっていた。ベッド柵はワンタッチタイプで頭側に５０cm程度の隙間があったが、柵はされた状態で
あった。看護師はナースステーションにいたが物音は聞こえなかった。外傷の有無・意識レベルの
確認・バイタルサインチェック・ベッドの高さを低床にし、保護マットを敷いた。ベッド柵の隙間をクッ
ションで埋めた。ブラインドを開け、常に状態観察をするとともに入眠の妨げにならないよう、遮光
につとめた。バイタルサインを主治医へ報告した。
事待ちで車椅子に乗っていたが、歩き出して、転倒した。転倒歴の多い患者であった。
転倒歴、危険行動が多い患者
食堂での転倒のマットハットを含め危険多いため、スタッフの配置確認。危険度の高い方は、Ｎｓス
テーション等スタッフの必ず出入りのある場所で過ごしていただく。
事務の問診でセルシン・安定剤を使用できるのなら胃カメラしてもよいと本人が言われた。内視鏡 事務の問診時に、本人がセルシン・安定剤と言われたため本人がわかっていると思い込み、セル セルシン・安定剤と受診者が言葉にしても、必ず、当院の注射は眠ってしまうと危険を伴う為、頭
室でセルシン注射したが、本人意識があり、つらくてGTFができない。内視鏡Drが胃の問診医に確 シンがどういうものと理解しているか本人に確認をしなかった。
がボーっとする感じがあっても眠ることはないこと、GTF後は1時間内視鏡で休んでいただくことを
認後10mlに増やしたが、咽頭通らず本人がＡHpでは意識がなくなって楽にできたと言われ、今回
伝える。伝えた人は、自分の印を押す。
GTF中止となる。
事務員が受付窓口で同姓同名の違う人に検査伝票を手渡ししたため、採血室では当人だと思い 同姓同名の患者確認の方法が確立されていない。他職種間で情報の共有がされていない。
同姓同名の者には生年月日を聞くこととした。
採血してしまった。
事務職員が診察の予約を受ける際に、医師のＩＤで開いたオーダー端末を使い、前回の処方が展 オーダリングの問題
医師のＩＤ管理、オーダー発行時の確認の徹底
開されているのを気が付かず、オーダー発行してしまった
児がラウンジの机の上から飛び降り、着地に失敗して殿部を打った。母は児のそばにいたが本を 母親の認識の中で、児が一人で高い所で遊んでいるとどういうことが起こりうるのか、転落するこ 今後も各勤務で転落防止についての声かけを行う。それでも危険行動が続く際には病室安静とし
読んでおり、児が転落した前後とも児を見るわけでもなく無関心であった。Drにて診察され児は特 とによりどのような身体的損傷をうけるのかということが欠けている。
てもらう。
に問題ないとのこと。 母へ今後は児から目を離さないよう、高い所では遊ばせないよう説明した
が、うつむいて「はいはい」と言われたのみ。
児が泣き、体動はげしくシーネでマーゲンチューブを抜いてしまった
抑制が遅れた
観察をし、抑制をしっかりして、固定すればよかった
児が諦泣後サーチレーションが低下したため確認するとコンセントの電源が入っていなかった。
同時に入院2名あり、各児処置（CPAP装着、気管内挿管）あり、授乳と重なった。機械が作動した バッテリー内臓が多いためコンセントを入れなくとも機械は作動するので基本の指差し呼称や後
バッテリーが切れていた。児には影響がなかった。
ため次の操作に移った。
のチェック体制を強化する。
児の母が面会に来た際に渡した児の顔写真が同日に入院した他の児の写真だった。また児の名 本来入院時に撮る写真が撮られていなかった。 次の勤務のリーダーが気付き撮ったが、同時期 各勤務帯での入院はその勤務で必ず写真を撮り名前を書く。 親に手渡す時は必ず児の顔と照ら
札に書かれた出生時体重も児がＮＩＣＵに入院した時の体重で出生時体重ではないことを母から に撮影する予定の児の名前と間違えた。 児は出生後１時間で入院したが、その時の体重を出生 し合わせてから渡す。 カメラの充電を各自が責任をもって行う。 出生時体重は産科歴を見て記
指摘される。その場で児の写真を撮りなおし、名札の体重も書き換える。
時体重と勘違いし名札に記載した。 母に手渡す際に児の顔と見比べなかった。
入する。
児は、貧血であるため、前日の日勤帯からＭＡＰ血の輸血を行なっていた。準夜帯の検査の結
観察不足 確認不足 思い込み コミュニケーションや連絡不足
申し送りで受けた情報と、前勤務者の申し送りと異なる場合は、しっかりと事実を確認していくため
果、輸血を追加することなった。医師の指示で１０ｍｌを５ｍｌずつに分け準夜帯より１本目がｲﾝｼﾞｪｸ
に、前勤務者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝも必要であるが、自分の目でしっかりと記録等を見る必要がある。
ﾀｰで輸血されていた。 準夜ﾘｰﾀﾞｰより、深夜帯で１本目が終了し、２本目が開始される予定と申し
送りで受けた。準夜の受け持ち看護師との引継ぎで、私は輸血をしている児について確認を行
なった。その際私は、準夜の受け持ち看護師から、児は現在つながっている輸血で終了すると申
し送りを受けた。私は、現在つながっている分で終了でいいのかと再度、確認したが、準夜の受け
持ち看護師よりこの分で終了であるということを聞いた。１本目の５ｍｌ分の輸血が３時頃に終了
し、医師に確認しﾍﾊﾟﾘﾝ生食で末梢ﾙｰﾄをロックした。本来ならば、引き続き２本目の５ｍｌ分の輸血
が接続され開始される予定であったが、申し送りでは現在輸血分が２本目であり終了であると確
認した為、輸血が終了したと思っていた。５時頃、深夜のﾘｰﾀﾞｰが冷蔵庫に追加分の５ｍｌの輸血
があるのを発見し、２本目が入っていない事実がわかった。すぐに医師に報告し、医師より特に検
査はせずに、朝の定期検査で経過をみていくとの指示を受けた。
児は化学療法のためIVH挿入中であった。１２時３０分家人よりIVHが抜けたとのナースコールあ 固定のナートがガーゼの下であり、ルートのずれがよくわからなかった。他院で挿入したIVHであ 位置がよく確認できるように印を付けておく。
り。IVHが抜去していたためDrに連絡した。来棟され処置された。水分摂取を促され、本日は静脈 り、仕様がよくわからなかった。４ヶ月間挿入していた。
ラインは確保せず、経過観察となった。
児は気管食道裂があるため、ＥＤチューブを挿入しﾐﾙｸを注入している。6時のミルク時に注入前に 観察不足 確認不足 不注意
唾液が多い児なので固定の確認の回数を増やす。特に固定ﾃｰﾌﾟが体位によって口より下になる
口を吸引したので、ＥＤチューブは正規の位置に固定されていたの確認しているが、7時の時点で
場合には更に確認をこまめに行なう。必要時吸引を行う。抑制は引き続き行なう。
固定のﾃｰﾌﾟが唾液で濡れてしまっていた為に固定がゆるんでしまい７ｃｍほど抜けてしまった。手
は抑制しており、手で抜いた感じはない。
児は高血糖で希釈インスリンをシリンジポンプで持続注入していた。14：00過ぎに薬剤が少なくな ・希釈したインスリンをさらに希釈する指示のかき方ルールが無かったため、医師により書き方が ・医師と看護師の間で、二重希釈の指示の書き方ルールを決め、共通認識した。・ダブルチェック
り、担当看護師がインスリンをシリンジにつめて交換した。前夜帯になって児は頻脈になったた
異なっていた。 ・主治医制ではあるが、診療の都合上複数の医師が指示を書いていた。 ・イン の対象薬剤を見直し、インスリンも加えて修正し、ダブルチェックを行うことにした。・薬剤師による
め、主治医が胸部写真撮影や血液検査を実施した。結果、低血糖であることがわかり、インスリン スリンは日常的に使用していて、危険薬という認識が薄れていた。 ・インスリンを部署内のダブル 検薬ができるシステムについて薬剤部と話し合いを始めた。・配属1年未満の看護師の教育計画、
を中止してブドウ糖を側管注し、点滴内容を変更したことで状態は回復した。その後2時間で児は チェックの対象にしていなかった。 ・看護師はインスリンの常用量などの基礎知識が不十分で
手順の見直しをする。
再び高血糖になり、インスリン療法を開始した。 指示簿には「＊ノボリンＲ0.1ｍｌ＋ＮＳ9.9ｍｌ」「ノ あった。 ・院内の注射薬は薬剤部で調剤しているが、ＮＩＣＵはそのシステムに乗っておらず、看
ボリンＲ＊1.5ｍｌ＋ＮＳ18.5ｍｌ」と書かれており、担当看護師は『＊』の意味を解しないままに、ノボ 護師が調剤している。 ・勤務者の入れ替わりが激しく、専門性が高いにも関わらず勤務1年前後
リンＲの原液1.5ｍｌ＋生食18.5ｍｌをシリンジに詰めていたことがわかった。 主治医が母親に事実 の看護師が多く、看護師の教育・支援ができにくい。
を説明した。
児をベット上に布団を丸めた上におき、授乳をしようと目を離した瞬間ベットから床へ転落。直後児 授乳中に転落する可能性があるという意識が低かった。
転落等、同室時に起こりうる事故に対して予防策を説明していく必要がある。
は啼泣し母よりナースコールあり、訪室時には啼泣やめていた。ベットの高さは４０ｃｍ程度。児は
外傷無く、全身色良好、活気有り、四肢活発に動かしている。当直小児科医へ報告、診察され、Ｃ
Ｔ撮影となる。
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具体的内容
持参した内服薬はそのまま服用するように指示があった。指示シートを確認すると持参した内服
薬の内、ワーファリンは指示シートに記載がされていなかったが持参薬はすべて服用すると思い
込み与薬した。後で看護師間の連絡表を見るとワーファリンは一旦中止と記載してあった。
持参のアダラートを内服中カルテ上７月１６日よりノルバスク開始となっていた その為内服してい
ただくかアムロジン ノルバスクの当院処方に変更させ内服していただく指示であった
持参薬で別々の医療機関からPPI製剤のタケプロンcapとパリエット錠があったがそのまま調剤し
た。
持参薬の処方切れの為、病棟のストックにあった指示のﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ2mgを担当看護師に投与しても
らった。熱計表に記入する際にｳｲﾝﾀﾐﾝと誤記入したことを翌日の準夜看護師の指摘で気づいた。
本来ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙは病棟常備薬でない。
持参薬の退院時処方を主治医に伝達する際、アルマールをアマリールと書いて出してしまった。
主治医が退院時処方の指示を出す時に気づき特に問題はなかった。
持参薬を1５錠服用
持参薬を当院より処方して欲しいと患者から依頼あり 担当医に報告処方していただく しかし当
院採用薬ではなく特注用紙が必要 特注用紙を扱った事が無く薬剤部より用紙頂くが結果的に与
薬が送れた
持参薬検薬の際に、頓用で腹葉しているセンノサイドを記載するのを忘れてしまった。病棟より、
薬はあるが記載がないと指摘された。
持参薬終了に合わせ、院内処方を行ったが、持参薬の分配方法に誤りがあり、翌日分が与薬さ
れなかった。
持続DIVを作成する際指示と異なるものが準備されていた。指示を読みあげる際一人が読み、一
人がアンプルカットしていた。その際、間違って準備されている事に気が付いた。少し眠い状態
だった。
持続エピ注入液の濃度の間違い。本来0.2％を1％アナペインとの取り違い。薬剤が病棟の薬棚に
なかった為、薬局にとりにいく。そのまま、注射トレイにセットし注入。３０分程経過した時に、患者
よりしびれるような違和感ありの訴えあるも、歩行は大丈夫とのことで、様子見た。３時間経過後、
再度訴えあり主治医へ連絡とるもつかず、当直Ｄｒへ相談も主治医からの連絡待つように言われ
る。連絡つかず、整形病棟のNSに相談し、滴量の減量及びポータブルトイレの設置、安静を促し
様子みる。翌日朝には、痺れ感も消失していた。翌日、薬剤師がくるまでは、取り違いについては
気付かなかった。
持続で栄養管理をしている患者の点滴内にビタミン剤を入れ忘れた。
持続で高カロリー輸液を行っていたが、当日より組成変更となり500ｍｌの50％TZから250ｍLを抜
いてネオアミュー（200ｍｌ）、ビタジェクト（1セット）、10％NACL（2A）、HR24単位、パントール（1A）を
混注しなければならなかったが、メインの50％TZから250ｍｌ抜き忘れた為に翌日BS高値となって
しまい、HRが追加されることとなった。翌日の日勤帯に点滴の残量が多い事に気付き、Dr,に報告
し直ぐにその日の点滴に更新した。
持続の点滴アクチット５００が１６ー２４時まで投与されており、ヴィーンＦ５００にスロンノン３Ａが
入ったものがポンプにより点滴静注されていた。またこの２つは同じルートより投与されていた。ス
ロンノンが準夜帯で切れることが予想されたため日勤の点滴係のナースに確認したが、その時は
日勤の注射係も確認しますとの返事であった。その後、日勤の注射係にスロンノンについて確認
するのを忘れており、注射ワークシートをみて、アクチット５００ １６ー２４時の横に終了抜針の文
字をみて、終わったら抜針と思い込んでしまい、スロンノンまで抜針してしまった。
持続吸引の排液バックを交換する際に、初めてであったため、手順を読み、同じ日勤の先輩Ｎsに
指導してもらいながら行うこととなった。準備をして先輩Ｎｓとともに患者様の所へ行き、排液バック
を交換した。しかし、コネクティングチューブをコッヘルで２ヶ所クランプした所に小さな穴が空き、
破損してしまった。すぐに破損部分より、患者様に近い側をガーゼを間にはさんでコッヘルでクラン
プし直し、Ｄｒに報告する。Ｄｒ来棟され、コネクティングチューブを交換される。患者様に変化はな
く、経過観察となる。
持続血液透析施行中、医師が除水量を変更したと受け持ちナースへ伝達。受け持ちナースは、実
際の変更された設定条件など確認後、記録をしなければならないところ、言われたままチャートに
記録したままで経過した。CE（クリニカル・エンジニア）が点検に回ってきた時に、除水量が多すぎ
た為、受け持ちナースへ確認、指示された10倍量の除水量だったことが発覚。
持続血液透析中、アラームがなりライン内に気泡が混入、脱血側の三方活栓が外れ出血があっ
た。
持続注入しているチトゾールを追加時、チトゾール５００ｍｇ１Ａ、生理食塩液２０ｍｌ１Ａの指示があ
り、チトゾール５００ｍｇの溶解液である蒸留水２０ｃｃで溶いたものと、生理食塩水２０ｍｌを混入し、
指示の速度で注入してしまった。
持続注入ポンプのセッティング時、ルートがポンプ内でねじれていた為予定通り注入されなかっ
た。
持続注入ポンプをはずし、回路を自己抜去
持続注入中のシリンジポンプが過負荷でアラーム音あり、点検すると三方活栓のロックを閉鎖にし
たままになっていた。
持続鎮静剤を中止後も意識レベル不明瞭であったため、四肢の抑制は継続していた。血圧モニ
ターのアラームがなり、動脈波形が出ていなかった。ラインの確認を行うと挿入部が抜けかかって
いた。
持続鎮静中、突然苦悶状となり、胃サンプチューブ自己抜去
持続点滴が4時に終了，10%ＴＺとソルデム6の2種類を間違わないようにと，カルテで溶解内容を再
確認後，ラベルどうりにソルデム6にビタシミンを溶解し施行したつもりであった．6時ＢＳチェックを
行い67ｍｇ/ｄｌと低血糖であったため，指示の50%ＴＺ20ｍｌを静注した．9時日勤看護師により，10%
ＴＺにビタメジンを溶解していることを指摘され間違いに気付く。Ｄｒ．往診ありメイン変更する予定
のため継続して点滴中となる．
持続点滴が血管外に漏れ、手背が腫脹した為抜針。翌日皮膚科受診

背景・要因
確認不足 思い込み
カルテはアダラートのみ切り止め後ノルバスク開始等の表示はなかった
持参薬の薬効別整理を怠った。

改善策
指示シートに記載されていない薬は医師に確認してから与薬する。 中止にするくすりは看護師間
の連絡表に書くのではなく指示シートに中止であることを記載してもらう。
処方箋にも受けた時に日とその日のいつから開始か記入す カルテにも変更止めなどをきちんと
明示してもらう
重複して持参した場合は、鑑別の時点で医師に問合せを行う。

与薬してない看護師が、熱計表にｳｲﾝﾀﾐﾝと記載している。常備薬でない薬剤が病棟にストックさ
れていた。

ｶﾙﾃ指示内容を確認して、与薬した看護師が記載する。

似た名前の薬剤の採用。

採用薬の見直し。特殊な薬剤の監査。

気がつかなかった
特注用紙の取扱を知らなかった

急性医薬品中毒の患者は内服薬を預かるようにする
医師ナース共に特注用紙の取り扱いを知らなかった。 院内手順として統一する必要がある

ついうっかり記載を忘れた。

確認の徹底を指導。

薬品準備時の確認ミス。思い込み。

確認作業については、出来る限り複数に職員で行うよう指導。 マニュアルの遵守に努めるよう指
示
指示を読み上げ、薬液とDIVを確認後アンプルカット。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

看護師の薬品に対しての認識不足、ダブルチェックやDRが注射器に注入した事による安心感が 薬剤師の休・祝日の午前中のみだが出勤することになった。間違え易い薬品の取り扱い方法、薬
あった。又、薬棚に濃度が違うアンプルがあることの表示がなかった。産婦人科病棟に整形外科 局内の表示を明確にした。
の患者が入院し、戸惑いもあった。

・ダブルチェックへの依存
・与薬手順の遵守 ・相互責任のダブルチェック実施
業務が多忙であったがゆえに、注射指示の量の部分を声に出して確認する事を怠り、急いで点滴 今回の様に、多種類の薬剤を混注する場合は特に、声に出して薬剤の名前と量を指差し確認す
を組成した事。
る事。

確認不足。 何のためにその患者にその点滴が投与されているかを十分理解できていなかった。 分からないことは自己判断で実施しない。 先輩ナースにしっかり確認したうえで実施する。 思い
思い込み。 見落とし。
込みのないようワークシートなど１つ１つ書かれていることの意味を理解し、行動にうつすようにす
る。

チューブにコッヘルでクランプする際にガーゼを間にはさまなかったため。 チューブをクランプす クランプをする際には必ず、コッヘルとチューブの間にガーゼをはさんで行う。 太めのチューブを
るにはコッヘルの先端部分が短く、奥までチューブをクランプしてしまったため。
クランプする時には、先端部分が長めのコッヘルを使用するなど、適切なコッヘルを選択する。

確認不足。ルール違反。

記録をする時は、必ず指示を実際が合っているか確認し記録すると言うルールを守る。

アラームが何度かその前になり解除ボタンを押し再開させていた為、圧力がかかり三方活栓部が ライン内の観察。安全な固定方法も検討。早めにアラーム時は臨床工学技士を呼び対応をまか
緩んだ可能性もある。早めにアラーム時は専門技師を呼び対応をまかせるべきだった。
せる。
確認不足 指示の出し方が不明確 医師が溶解液に蒸留水がついている事を知らなかった。
不審に思った時は確認する。
注入中の点滴の滴下の観察をしていなかった。

輸液が時間どおりに注入されているかの観察は行う。 ポンプのセッティング後、スタート前はルー
ト確認し行う。
業務手順、チェックの問題
薬剤投与経路の検討
ルート確認不足。
小児は1時間毎にルート確認をしている。更に処置後のルート確認は基本であった、意識をもって
確認すべきである。
鎮静剤投与を中止してから、体動が活発になってきたことで効果的な抑制かどうかの判断や、観 患者の状態のアセスメントと、それに付随するケアや技術力を高める。
察を厳重に行っていかなければならなかったが 出来ていなかった。
不可抗力
確認不足，思い込み．

コミュニケーションをとる努力
溶解前に再度点滴を再確認する．

持続点滴中の患者にて、毎日刺入部観察していた。長期の持続点滴と、小児により体動が活発
なことが漏れやすい要因。
持続点滴が時間のものが入らなかった。注射箋に印鑑が押してあった。更新前の点滴にラベルが ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問
貼ってなかった。深夜看護師が気が付いた。
題点 ・確認不足
持続点滴が時間より早く終了してしまった。
６時間毎Ｈｒチェックしラシックス使用していた高齢の患者さま。
持続点滴が終了し次のを接続する時名前がよく似ていたので間違えて他の患者の点滴を接続し 名前が似ている患者に対する間違防止策のあり方の問題
てしまった。患者への影響はなかった。
312

毎勤務、刺入部の観察をする。
点滴時ラベルへの印鑑を徹底する。
正確に入っているかの確認、手の向き、刺入部の様子などの観察
点滴の確認はダブルチェックするという原則を確実に実行する。 名前の似た患者は明示してお
く。

7816
7817

7818
7819
7820

7821

7822
7823
7824

7825

7826
7827

具体的内容
持続点滴している患者がサーフローを自己抜去されていた
持続点滴している患者の２２時から１０時分の点滴が９時に終わったため、次の分の点滴を更新し
た。患者よりボトルの名前が違っていると連絡を受け、隣の患者のアクチット５００ｍｌと間違えたこ
とに気付いた。患者に謝罪し、混入した薬品が入っていない事を説明し、ソリタＴ３Ｇ５００ｍｌへ変
更した。
持続点滴で更新しようと次の薬液の準備をしたが何の点滴か理解しないまま溶解し更新した。後
で主治医が溶解した点滴と伝票がセットしたものがあることに気がついた。その分は効果が期待
できないとのことで破棄した。
持続点滴に混入する薬剤を混入しないまま点滴した。

背景・要因
眠剤を服用していた熟睡していたため無意識に抜いた
深夜の相手の看護師が部屋周りでいなく後でダブルチェックしてもらおうと、その時にダブルチェッ
クをしなかった。 ○○様を△△様と思い込んでいた。 マニュアル通りに患者名を患者と共に確
認をしなかった。

改善策
様子がおかしかったり眠剤を服用している患者は頻回の訪床する
マニュアル通りに点滴のダブルチェック、患者名のダブルチェックを行う。 病院内で声だし、指さし
確認を習慣化していくように話し合った。師長と事故防止委員へ自らが率先して実施するようにお
願いした。

薬剤の知識、方法扱い方の再確認

点滴メニューの抗腫瘍剤は赤字で囲む。何のためのどの内容の点滴がこの患者に投与されてい
るかの理解を輸液施行前に確認しておく。

持続点滴の患者で点滴滴下がはやかった。
持続点滴の更新にあたり、受け持ちNsがチェックできなかったため他のNｓがチェックしたが、伝票
に要注意の意味で青線を文字上に引いていたのを中止と受け取り、その薬剤（ヘパリン注）を入
れないで用意した（病棟では青線を引く取り決めなどしていない）。それを受け持ちNsが更新した
が、他のNsが入っていないことに気付きすぐヘパリン1000単位を注入した。
持続点滴の更新を行ったが、上部と下部の隔壁通過をしていないままつないだ。

体位変換などにより滴下速度が変化している。
・病棟で取り決めしていないのに勝手に伝票に青線を引いていた ・受け持ちのNsが用意しても
らった薬剤のチェックをしていないし、頼まれたNsもダブルチェックを怠った

持続点滴と一時点滴の抗生物質は同じ伝票に記載されていたが、側管から注入のラシックスと持 注射の指示は変更や追加があった場合には、伝票を書き直す。１枚の伝票にする。
続点滴に混入するネオフィリンは別の伝票に記載されていたた。確認作業が不十分であった。
持続点滴のフサンを準備時、5％TZに溶解しなければならないところ50％TZに溶解していたことに 確認不足。
注射施行時の基本である3回確認を守る。
溶解した時点で気付く。（この結果フサン50mg×2Aと50%TZ×1Aを破棄した。）
持続点滴のメニュー内容は一緒だったが作成方法が間違っていた。ポタコール＋ザンタック１Ａ
注射箋の確認ミス。
確認。
ソルデム３Ａ ポタコール＋ザンタック１Ａ＋Ｂセット＋止血セット 生食の指示が ポタコール＋ザ
ンタック１Ａ ポタコール＋Ｂセット＋止血セット ソルデム＋ザンタック１Ａ 生食で作成、施行され
ていた。
持続点滴のラベルＡ２を１２時投与Ａに０時投与と書かれていた。（しかもわざわざ書き直されてい 確認漏れ。
最終確認を行う。
た。）
持続点滴のロック式３方活栓が外れていた。患者にはへんかなかった。 持続点滴を中止した。 患者へのルート取り扱いについて説明が不足していた。 ロック式３方活栓の接続の問題
患者への説明を十分する ３方活栓の接続をしっかりする
持続点滴の患者が朝９時で点滴終了の指示があり、朝の抗菌薬を終了に間に合わせるように８ ・朝の抗菌薬剤実施上のルールが不明確
・作業マニュアルの整備
時につないだ。日勤看護師はカルテに実施サインがなかったので抗菌薬を準備し、実施したところ
でカルテを確認したらその時点では実施サインがあり、重複投与したことが分かった。
持続点滴の患者で、１４時と２時更新のところ、アミノトリパ２号の上層と下層が開通せずに、２時 終了時間を予測して、準備していたため、詰め所でミキシングしたと思い込み、接続時は、ミキシ つめた後も、接続するときも、確認が必要 オレンジ色のナイロンカバーは、色的には、仕方ない
につないだ。１２時間を通して看護師が観察している中、終了時間が予定より早まっていることに、 ングの確認はせづ、もっていったそのままを、接続している。確かに、遮光のため、オレンジのナイ ですかね。
きずいたが、開通しているものと思い、速度の調節のみで、更新時間の１４時を迎えた。血糖につ ロンカバーをかけると、中身の状態は見にくい。しかし、なおさら確認である。
いては、特に測定していない。患者からの、具体的な自覚症状の訴えはなかった。２時は夜中で
あり、巡回時の観察も、夜中、懐中電灯ごしであった。 昼間の巡回時はまったくきずいていない。

7828

7829
7830
7831
7832
7833
7834

7835

7836

7837
7838
7839

7840

7841
7842
7843

持続点滴の挿入部にテガダームをはって保護していた。留置針入れ替えの時テガダームをはが
すと皮膚まではがれてきた。
持続点滴の朝一番点滴を更新時にＡ氏にＢ氏の点滴（アミノフリード+ガスター）を更新してしまっ
た。５分後に間違いに気が付いた。
持続点滴をしていた。２２時、記録室へ点滴が終了したため来室、追加点滴を接続したが、滴下数
を患者が立位のままで行った。２３時に全て点滴が終了していた。
持続点滴をしている患者。輸液を接続する際、カルテの確認及びWチェックせず、ストックからの薬
液を取り出し、ストック薬品にセットされている処方箋で確認し実施した。
持続点滴をしている患者の、トイレ介助を行った。トイレまで付き添い便座に坐る前まで確認し、一
旦離れた。トイレから声が聞こえた為訪室すると、転倒していた。

時間事の滴下表をつくり確実にする。
・常にダブルチェックするよう義務付けている ・受け持ち以外のNsが用意することは極力避け、や
むを得ない場合は依頼するNsが十分に引継ぎを行うよう指導する ・伝票に勝手に線を入れるこ
とを禁止し、全て取り決めの上で行動するように注意する

薬剤を点滴架台に吊り下げる穴の部分には隔壁通過を行うようにシールが張られ、外さないと穴 患者氏名がボトルに記載してあれば良いという判断を止め、１つ１つを確実に実施する。
がなく架けられない状態になっているのに、シールを先に外して隔壁通過を行わなかった。なぜ、
そのシールが張られているのか知っていたが、意識に欠けていた。輸液バッグに患者氏名が書い
てあれば確認済みという患者を間違えないようにすることに意識が集中していた。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
他の製品をさがす。
朝、更新すべき点滴が16人分あり、同じワゴンに全部乗せて回っていた。確認不足により起こって 患者の名前、点滴に書かれている名前を３回以上の声を出して確認するように指導する。また他
いる。
のスタッフに対しても、注意を呼びかける。
立位のまま、滴下数を合わせてた。
滴下数は変動がある、不自然な体位での滴下合わせは正確ではない。臥床時など患者の体位を
考慮し正確に実施する。
Wチェックなど手順を守らなかった。
どのような状況においても手順を守る。薬剤が患者に与える影響を考え行動する。

トイレへ付き添い、便座の前で、下着を脱ぐ所まで確認、その後、終了したらコールをするよう説明 トイレ誘導の計画は上げてあるが、ナースがどの段階まで確認するのか明確ではなく申し送りに
したが、マニュアル通りではなかった。下着を脱ぐ所まで確認しており、便座に坐れると思い込ん 委ねられている。精神疾患もあり、詳細な計画が必要。
でしまった。
持続点滴をしており、患者はベットサイドで排泄を行っていた。廊下に血痕があり、トイレまでいく 排泄の失敗による不快 説明の理解不足
患者は寝衣が汚染されたため、不快となり独自でトイレへ行った。定期的に観察し汚染状況を把
と、患者が点滴をはさみで点滴チュ-ブを途中で切断し、排泄をしていた。
握し、患者に不快を与えないようにする。
持続点滴を行なっており視力が悪化している患者さんである。トイレに行ったさい、ルートがひっか 室内トイレに行く際、ナースコールを押さずに一人で行っていた。 接続はロック式であったが、き トイレに行く際は必ずナースコールを押してもらうよう説明を行なった。 頻回に訪室を行なうように
かり接続が外れたようであり、ナースコールで呼ばれ訪室したときには接続が外れたまま歩いて ちんと止めてあったか確認しておらず緩まっていた可能性がある。 患者は、視力がかなり悪化し する。 ルートの接続の確認を行い、移動するのに長すぎたり短すぎたりしないよう適度な長さに
いたため、部屋の中が血まみれになっていた。接続が外れた事に気付きナースコールを押してき ており出血していることに気がつかなかった。また、接続が外れたことにもすぐには気がつかな
調節した。 本人に移動時などには点滴のルートに注意してもらうよう説明を行なった。
たが、血まみれになっていたことには気付いていなかった様子。バイタルサイン特変なく、翌日主 かった。
治医に報告した。
持続点滴を施行している患者。ベッドサイドに腰掛け、尿器に排尿のためズボンを下げようとした 全身浮腫のある患者の為、外傷による傷の治癒が悪い為、出来るだけ転倒・転落には注意が必 高齢者は、昼間は理解できていても夜間までは継続せず、確認・観察が常に必要である。リスクを
ところズリ落ちた。その音で同室の患者がナースコールで知らせてくれた。訪室すると、床に尿器 要で、高齢でもあり、点滴による行動制限があるためもっと観察をすべきであった。
予測し、業務を遂行できる方法を皆で話し合った。
を持ったまま坐っている状態であった。左上肢擦過傷あるもその他は外傷なし。本人「寝ぼけてい
た」とのこと。看護師２人でベッドに戻し、排尿介助。擦過傷の処置をし、医師による経過観察の指
示となった。
持続点滴を実施している患者で１時間１００ｍｌの早さで滴下していた。５時の更新時点で速度を確 ・持続点滴の観察マニュアル不整備 ・輸液療法中の看護援助不足
・マニュアルの整備 ・効果的な輸液療法の看護について再学習
認し、その後も６時に確認したがそれ以降は確認をしなかったため、８時の時点で全く滴下してい
ない状態であるのを発見した。
持続点滴を点検していると点滴薬剤が透明であることに気付き、ビタミン剤で色がつくはずであ
点滴調剤時の確認ミス
原点に戻り、「薬剤に関しては３度の確認」という基本動作を守る。
り、カルテで確認したところビタミン剤が含まれていた。
持続点滴開始のため点滴ボトルを繋いだが加注薬があったにもかかわらず加注しなかった
確認不十分
指示簿の確認をしっかりとする
持続点滴更新時（5%Tz500ml+ｳﾃﾒﾘﾝ2A)、輸液ポンプ操作で、時間流量60ml/h総量500mlをセット 正しく操作したつもりで、開始ボタンを押したが、正しいセットがされたか、表示を再確認せずその ポンプ操作後、指差し・口に出して正しいセットが出来たか確認する。 慣れた操作でも再確認す
し開始ボタンを押し、病室を離れた。7分後に輸液ポンプの完了アラームがなり、ポンプがおかしい 場を離れた。
る。
とコール有り。訪室にて、輸液の滴下が早い事・動悸が出てきたと患者より指摘｡ポンプの表示
は、500ml/hと表示されており、主治医に状況報告し60ml/hに変更。ＣＴＧ装着・結果異常ない為
様子見る。
持続点滴更新時、まとめて点滴つめをしており、一人一つのトレイに入れてなかったため、となり 一人一つのトレイに入れて点滴つめをしなかったため
一人一つのトレイに入れ、処方箋をもう一度確認して混入する
にあった他ＰＴのボトルに間違えて混入してしまった
持続点滴更新時、他の患者の点滴と間違えて繋いでしまった。患者よりのコールと他の患者の点 点滴内容の確認ルールが守られていない。
注射マニュアルの徹底を再指導する。
滴を更新に行って気がついた。
持続点滴更新時、点内に混入するケイツーを混入忘れした。声だし確認していたが、追加処方で 声だし確認していたが、指さし確認できていなかった。また、追加処方であったが、メインの処方箋 持続点滴の処方箋入れが、一つであったため、他の患者との区別がしにくかった。 一人一人別
処方箋が別になっており、追加処方の処方箋の上に輸液を置いていたため、見落としてしまった。 に追加があることの記載が無かった。追加処方箋の上に薬剤を置いていたために見落とした
に処方箋入れを作成する。
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具体的内容
背景・要因
持続点滴中、患者本人から「痛みはないが包帯が濡れている」という訴えがあり、NS１００＋FOY２ 漏れていても痛みを感じなかった為、包帯が濡れるまで気付かなかった。点滴漏れに対する患者
００の分が二分の一程度のところで漏れていた。点滴抜去し、リバノールシップを施行した。
さまへの説明不足。観察不足。
持続点滴中でﾄﾘﾌﾘｰﾄﾞが先なのにアミノフリードをﾄﾘﾌﾘｰﾄﾞと思い込み開始した。日勤終わりに点滴 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認したとき内容が違うのに気づいた
持続点滴中で１０・２０時はガスター１Ａ、１１時ミノマイを側注することになっていたのに、２０時ミノ チャート確認をしたが、２０時はミノマイだと思い込んで実施してしまった。呼称確認をしていなかっ
マイを側注してしまった。翌日残量確認時間違いに気が付いた。
た。３回の確認を怠った。ダブルチェックを怠った。
持続点滴中で午前８時更新時、更新直前に準備し同夜勤看護師と声出し確認するがアスパラＫを 更新直前でなく余裕のある時に準備し確認をしっかりする。
見落としてしまい混入し忘れた。
持続点滴中ノボリンＲ混注していなかったことに気付く
処方箋をきちんと確認できていなかった
持続点滴中の患者が午前３時の巡視時に点滴チューブを留置針より外し点滴セットのクレンメを 痴呆があるため、訪室を多くし確認をしていくとしていたが、手順が明確にされていない。
閉じて、留置針はそのまま固定されていた状態を発見する。２時３０分に点滴確認を行ったばかり
だった。
持続点滴中の患者が夜間、点滴が落ちていないと思い、自分でクレンメを触ってしまったため、ソ 病識が乏しく、やや理解力が悪い部分があった。
リタＴ3５００ｍｌ（アドナ（100）１ＡP.トランサミン１AP点注）が約４２０ｍｌ（７時間分）早く入ってしまっ
た。
持続点滴中の患者で時に不隠行動みられていた。しばらく不隠も落ち着いており、4時の訪室時は 以前不隠あった時、点滴類を触ることはなっかたため、自己抜針はしないだろうと思いこんでい
入眠していた。６時の訪室時に腹痛・下肢痛訴え、側臥位になっており、点滴を自己抜針してい
た。
た。刺入部より出血なし。本人より、「お腹が痛いから抜いた。」と。
持続点滴中の患者にソリタＴ１ 500を投与する指示が出ていたが、ソリタＴ3のボトルにソリタＴ１の ラベルと薬剤の内容が合っているかどうか指差し、声だし確認が徹底できていない
ラベルが貼ってあったことに気付かずにソリタＴ3の投与を続けてしまった。
持続点滴中更新分二本来テルペランを加注しなくてはいけないのを加注せず本体のみ施行してし 注射箋の再確認をすべきであった
まった
持続点滴注射薬剤を調剤、作成しシリンジに指示と違う内容を記載してしまった。
指示書との確認を怠り、思い込みにより発生。

改善策
観察を密にし、患者に説明をする。
薬札を必ずもっていき点滴とあっているか確認する
呼称確認の周知徹底。思い込みで行動しない。ダブルチェックを行う。
指さし確認、空アンプルと処方箋を確認する。
再々確認する必要があった 処方箋が定期であり見落としてしまった
点滴スタンドは患者の手の届かない場所(足元側）に設置する。 ３０分毎の巡視を行う。
クレンメは自分で触らないよう説明をし同意を得た。
刺入部をハイスパンで覆い、刺入部が見えないようにした。
点滴の確認の際には声だし、指差し確認を徹底していく
確認時準備箱の中もしっかりと見るべきだった

思い込みをせず、指示書の確認を行う。 投与されている薬が患者に与える影響を考えながら施
行する。
持続点滴内にインシュリンの混入を忘れた。処方箋にはインシュリンの記載がなくカルテではイン ・医師の指示不十分 ・看護師の情報収集不足 ・患者の病態把握不足
・医師の正しい指示出しを教育 ・正しい情報収集方法の遵守 ・患者の病態を把握した与薬業務
シュリンの混入指示があったが処方箋のみ確認して実施したため忘れた。
の実施
持続点滴内に指示された混入薬剤を忘れた。
・与薬手順の不遵守
・与薬手順を遵守する習慣づけ
持続点滴漏れがあり再留置したが、輸液ポンプ・微注ポンプ作動確認して退室。微注ポンプの三 各勤務で点滴のチェックをすることになっているが、ルールが守られていなかった。再度スタッフ間 各勤務点滴残量確認と接続部の確認をして問題なかったことをリーダー看護師に報告する。
方活栓がオフになったままであったにもかかわらず、ポンプは負荷アラームも鳴らずその後三方 で話し合いをもつ。
活栓接続ゆるみ、輸液が漏れてしまいきずいたのが翌朝8時であった。
持続末梢点滴を施行中。9時から17時までの点滴が12時に終了してしまった。患者に異常はな
滴数を合わせる時、観察時のルールを守っていない。 患者に指導がされていない。
点滴の滴数調整時は仰臥位で行う。 患者にも指導を行い、事故防止に協力を得る。（立位と臥
かった。
位では、点滴の速度が違うこと、部屋に戻ったら連絡し滴数を調節してもらうこと 等）
持続膀胱洗浄を行っている患者の、洗浄液が、時間のずれはあったが、滴下確認をしていたにも 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
2時間おきの確認 小児用点滴セットでの調節
かかわらず12時間も早く落ちてしまった。
時間80／時間の指示の輸液が落ちなかったので､輸液ポンプを設置。終了時間を計算して90／時 知識不足
自分の行う行為の意味を考えながら実施する
間で設定したが循環器の患者であり心不全を合併しやすいことを指摘された
時間で点滴を行っていた。当日１４時の点滴があることを、伝達し忘れ病棟会議が終わった時間 病棟会議等会議に出席時の役割の明確化、 当事者の事故防止対策が取られていなかった
役割の明確化をおこなう。業務分担を行う際に明確にしておく。 （誰の何は誰に・・ということを）
に他のスタッフから点滴がされていないことを指摘され事故に気付いた。１５時半に実施した。 時
間を遅らせ点滴をし、２１時の点滴を２２時に施行した
時間で利尿剤投与の指示が出ていた。水分出納バランス計算をした際尿の流出は良好であった 思い込み、確認不足。
思い込みは無くし、必ず施行前は指示を読みなおす。
が医師の指示どおり、利尿剤を注射した。しかし、記録を読んでみると、医師が早めに注射をして
いた。
時間外に処方された薬を監査する際、「顔に塗布」と「頭に塗布」とを入れ間違えてしまった。その 薬袋の字が汚かったため、書き直そうか迷い考えながら調剤監査をしたため、入れ間違えをして 字が汚く読みにくい場合は、迷わず書き直すことをミーティングで話し合った。
後病棟看護師に発見してもらった。
しまった。
時間外に来られた患者様に処方をした内服薬は渡したが、坐薬を渡すのを忘れる。後に気付き電 うっかりミスである。
時間外で一人で対応するので、カルテと処方箋を確認して実施する。
話で 謝罪する。
時間外のレントゲン撮影時、腹部ＣＴ等はオーダーでＥＷＳで確認できたが、ついでに胸レントゲン コンピュータの設定上今は出来ないので、コンピュータ更新時に検討する。
コンピュータの設定上今は出来ないので、コンピュータ更新時に検討する。
もと口頭指示で後ほどオーダーする予定がされず、手書き伝票で処理する。診察の結果入院とな
り入院オーダーより指示が出ていた．翌日の朝病棟一括集計処理したときに未実施として再度撮
影してしまった。
時間外の医師から翌日から降圧剤を開始との指示があった。看護師は指示を受け6日分を薬局 時間外の指示は緊急性がない限り行わないほうがいい。しかし、医師体制上、発生してしまう。ま 薬局で、臨時持ち出し薬についてのルールを作成予定。（薬剤師担当）
に行き持ち出して患者の定期薬にセットした。しかしアムロジン5mgのオーダーをアムロジン2.5mg た、時間外の薬の持ち出しは必要最低限にする。この場合は翌日の分のみにするか、翌日の薬
を持ち出していた。翌日朝1回与薬したが日曜出勤の薬剤師が発見、翌々日から指示のものに直 剤師に任せる。しかし、時間外薬剤の持ち出しについては、時間・持ち出した人の名前の記入は
した。
手順化されているが、「持ち出し量は最低限とすること」と言うことは決まっておらず、看護師の判
断に任されている。
時間外の調剤で、薬剤を処方内容と異なった薬剤を入れてしまい調剤、払い出しをしてしまう。そ 思い込みで誤って調剤してしまった。薬剤の取り出し時の確認が足りなかった。
多規格の薬剤、混同してしまいそうな薬剤は、より注意を払って調剤を行う。 名前が似ているよう
の後病棟ナースより連絡を受け間違いに気づき再度調剤払い出す。
な薬剤はカセッターを導入するなどミスを減らせるよう検討したい。
時間外患者、風邪症状で受診する。 当直医診察でメイアクト３錠分３で３日分指示が出た。 当 ・薬剤の保管場所が同じ右の棚にあった ・抗生剤と降圧剤の違いがある ・思い込み、確認不足 ・薬剤の保管場所の変更 ・時間外調剤は当直医と当直看護師で確認 ・報告の義務づけ
直看護師が、薬局の索引ノートで右の棚にあることを確認し患者に薬を渡した。22時過ぎに、なん （確認のルール違反） ・当直看護師が調剤業務をする仕組みの問題 ・当直医に報告をしなかっ
となく薬が間違っているような気がして薬局で確認したところ、メインテートを渡していたことが発覚 た
した。 患者は高血圧でノルバスクを服用中、即症状確認した血圧は170mmHg、自覚症状に変化
はなかった。 翌日、主治医に報告する。
時間外処方せんで、フロモックス錠１００ｍｇ １日３錠 分３の処方に対して、セフゾンカプセル１０ 金曜日の時間外で、処方せんが集中する時間帯であった。／確認が不十分であった。手順を誤っ 多忙な時間帯でも、調剤の際には、確認を十分行うように再度、徹底する。.
０ｍｇを誤って調剤し、病棟へ払出した。
た。多忙であった。
時間外大量出血で緊急時輸血の際、家族の血液採取後、未照射血を輸血した。
連絡・確認不足
確認の徹底 マニュアル遵守
時間指定の抗生剤の施注わすれ
業務の確認ミス
業務の確認チェックの徹底
時間指定の抗生物質の点滴の施行時間が３時間３０分遅れた
うっかり忘れ
目の付くところへおいておく 気付いた時にタイマーをかける
時間指定の注射のいき忘れ
確認不足。対策の不充分さ
時計のアラームを鳴らすようにして、いき忘れを予防する
時間的注射の準備をマニュアル通り確認し、施行しようとした時、手術室より手術が終了した患者 手術日のため、術後管理で多忙。ベッド位置の思い込み。注射施行時の患者確認不足。業務の 注射等の業務の中断はさける。中断した時は、最初から確認し直す。マニュアルの遂行。患者確
の迎えの電話があり対応。その後、手術の迎えの準備をした。注射はすぐ施行するつもりだった 中断（集中していない）
認時、注射薬（点滴）とベッドネームを指差し確認。更に声を出して確認。ネームバンドで確認。
ので、施行済みのサインをした為、注射を側管から追加して手術の迎えに行こうとした。点滴施行
時、ベッド位置の思い込み、点滴に記入された名前とベットネームで患者確認をしたが、似た名前
であっていると思い込み、他の患者の抗生剤を追加し、他の看護師によって発見される。主治医
への報告、経過観察するが、アレルギー症状認めず。
時間投与の抗生剤の投与時間が６時、１０時、２２時にセットされていた。指示は８時間ごとであ
指示受け時の時間設定の間違い。
時間設定後は医師に投与時間を確認する
り、１０時に投与しているが医師の指示である８時間毎ではないことに気づいた。看護師が指示受
けした際に時間設定を間違っていた。 注射箋に医師は８時間と記載していたが、時間を設定した
のは看護師であった。
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具体的内容
背景・要因
時間薬を毎回看護師が配薬し、経鼻注入している患者。準夜での薬の準備の際、21時投与予定 薬袋の投与時間・薬名をきちんと確認していなかったため
のﾊﾙｼｵﾝ0.125gを配薬し忘れ、無投薬になった。病棟における時間薬配薬の業務工程に沿い実
施していたが、ﾊﾙｼｵﾝの薬袋のみ、投与時間が「21時」と記載されていず、「ねる前」とされていた
ためか、見落としてしまった。
時々辻褄の合わないことを言うことはあったがラインを抜去するような動作もなく静かにテレビを見 観察不足 説明不足 テープ固定が不十分
ていた。他患者様のケアのために傍を離れるとモニターのアラームが聞こえたため訪床するとＡラ
インが抜けていた。患者様はテープが取れかけていたのでひっぱたら血が出てきたといわれた。

改善策
業務行程の遵守。業務行程を再確認し、配薬時は投与時間・薬名をもっと注意深く確認していくよ
うにする

時々不穏症状がある為、本人・家族の了承のもと両上肢抑制中、 体位変換の際抑制を解除、体
位変換直後ＥＤチューブ自己抜去した。夜間帯で十分な照明をつけず、看護師一人で体位変換を
した。
時折不穏症状見られ、夜間睡眠導入剤投与で入眠したが、その後覚醒ししばらくすると突然起き
出しベッドから降りようとする行動があり、医師、看護師３名で押さえるが、暴力的な行為あり動脈
ラインを自己抜去し、中心静脈ラインも抜けかけた。
次の勤務帯への申し送りの時、持続鎮静剤の点滴を間違って作成し、点滴投与していたのに気づ
いた。
次の勤務帯への申し送り中、酸素投与方法が変更になっていることに気づいた。
次の日に必要な鉗子セットの水飛ばしを頼まれて中材に降ろしたが、次の日に使用する内視鏡の
カメラも一緒に中央材料室に降ろしてしまっていた。オペ当日、オペ直前に気づき、オペに余裕を
持って準備できなかった。
次の日の他科（内科）の採血の指示をひろうのを忘れて実施されなかった。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

十分な観察が出来るよう環境を整える 体位変換の際、他看護師の協力を得る 患者へ説明し協
力を得る

患者の突発的な行動に対応できなかった。

早めの予測と対応。夜間は安静が保たれる環境と整え、患者の側を離れない。

次の日の薬を準備をしている時に１０時の内服薬を与薬していない事に気付く
次回の検査予約を入力する際に数字をひとつ間違え違う患者で入力し、説明用紙をプリントアウト
した。患者名を確認しないまま他の看護師に説明を依頼。依頼された看護師は患者を呼んだが、
不在のためもう一度その看護師に確認したところ、患者番号が間違っていたことに気づいた。入力
をしなおし、患者への説明を行った。
次回の予約を取る際に別の患者様の名前で予約票を出し、渡してしまった。本にも気づかず、本
日受付でチェックされた。
次回検査の依頼票を看護師が患者に渡し、検査してしまった。
次回指示で、フォルム検査を施行しカルテ記入を忘れていた。
次回診察前に採血尿のオーダーが出ていたが当日のオーダーと思いこみラベル発行した 本人
は尿と採血をとったが謝り次回内服指導のデーターがほしいので今回はキャンセルし次回にとお
願いした
次回来院時に採血予定の伝票を当日と勘違いし採血した。
治験のため、25日の採血の時間が12時と決まっていたが、いつもと同じように朝の7時に採血を
行ってしまった。日勤でもその患者を受け持ったため、日勤の時は採血の時間について理解はし
ていたが、深夜では忘れて、朝行ってしまった。副看護師長に報告し、患者に謝罪し、日勤でもう
一度採血してもらえるように申し送った。
治験用検体が4本と搬送用容器が4本提出される。技師Aは生化・CBCは通常どおり処理し、薬物
濃度用検体は2つに分けて全血のまま搬送用容器へ、BKウイルス用検体も搬送用容器へ移行し
凍結保存した。2日後に同様に検体が届き技師Bがまず薬物濃度用検体のみの保存処理を行い、
未処理の検体について技師Aが22日と同様の処理を行なったところ、技師Bに処理法の誤りを指
摘されて間違いに気付いた。治験室の担当者に連絡し測定しているメーカーに問い合わせしても
らったところ、同時期に提出した血清検体で測定可能であることが確認され、支障はなかった

テープ固定の状態をよく見て剥がれそうな時はすぐに貼りかえる。患者様の傍を離れる時は時に
気をつけて見る。 ラインの」大切さを説明して自分で引っ張らないで看護師を呼ぶように説明す
る。

ダブルチェックが確実でなかった事と、暗い中でチェックしてしまった。多忙であった。 ほとんどの 多忙であっても、ルール通りの業務を行い、指示は確実に受け、確認しダブルチェックを行う。
薬剤の希釈が100mlである為、思い込んでしまった。
指示確認が不十分で、指示を見落としてしまった。
指示チャートの指示を見落とさず、次の勤務に送る前にチェックしてから、申し送りを行う。
次の日に必要な機械か考えなかった。意識して行動していなかった。
次の日のオペを把握し、必要物品について考え、注意深い扱いをする。
一括指示受のひろい漏れがあったため。日勤リーダーが一括指示画面が受けられているかの確
認と、夜勤者も未受け指示がないか確認をしなかった。
チェックミス
検査の指示が出ると診察についている看護師が予約入力し説明書をその場で渡すこともあるが、
次の診察をあせるあまり、入力後、説明用紙を他の看護師に渡して説明してもらうことも多い。患
者のカルテは会計に回されているため、カルテでの確認ができない。説明を他の看護師が行う場
合には必ずカルテで確認することが必要。 すべての作業を看護師が行うため、診察介助、事務
業務、検査予約と伝票の発行など何種類もの業務を一人で行うことになる。そのため確認という
作業が抜けてしまうことで、入力間違いが発見されにくい。
２人分の予約票を出していた。確認しないで渡した。

日勤リーダーが一括指示画面が受けられているかの確認と、夜勤者も未受け指示がないか確認
を忘れないで行う。
必ず配薬の薬を渡したかチェックする
検査用紙でのみ説明するのではなく、カルテで確認しながら患者への説明を行う方法に切り替え
る。

確認して渡す。予約票は一人毎に出す。

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
業務手順・チェックの仕組みの問題点
診察中の話しが十分把握できずオーダーが当日の方と思いこんでしまった 至急オーダーだった
ので医師にとって帰ってもらっていいですね ときくと そうですねと返ってきたので思い込みが強く
なった
チェックの仕組みの問題点 思いこみによる
採血の時間が違うということを、忘れてしまっていた。カルテで指示を確認しなかった。

確認の徹底
カルテを再度見直しをする。
オーダー控え日の確認をするが医師に確認する

薬物濃度用検体及び搬送容器とBKウイルス用容器は酷似していた

容器の改善要望提出頻度の少ない治験検体について処理を行う場合はよく読んで確認他の技師
にも確認を行ってもらう様にする

治療の請求伝票（基本カード）に照射チェックを忘れた。外来会計にて発見されTELにて対応。
確認不足
治療位置確認用リニアックグラフィーで二重撮影するところを一回で終了してしまった。翌日再撮 確認不足
影した。
治療食の栄養士の入力間違え
オーダーの確認が曖昧になった。
治療用マットに移乗するため、セッティング後病棟へ電話をかけるためその場を離れた。その間に 移乗は能力的には可能であったが、安定剤を服用していることもあり、注意が必要であった。
患者さまが一人で移乗しようとして、マットレスに足が引っかかり尻もちをついた。
耳下腺造影撮影において、左右が間違った指示であった。撮影したフィルムを見て技師が気づ
確認不足
き、再撮。
耳鼻咽喉科の１例目の手術が１３時に入室し、２例目はオンコール（電話待ち）の予定であった
術前診察は麻酔科依頼の患者様が対象であるため、耳鼻科の１例目は局麻であったため意識し
が、もともとの手術オーダーでは１３時３０分入室となっていたため、病棟看護師は患者を１３時３０ ていなかった。１例目が追加されたオーダーで、２件目となったもともとの手術は時間変更が確認
分に手術室に案内した。手術室の準備が整っていず一度病棟に戻っていただくことになってしまっ されていると思い込んでいた。耳鼻科の麻酔依頼書には「オンコール」となっていたが、麻酔科か
た。前日の術前診察時に麻酔科に入室時間を確認されたが変更があった事を伝達し忘れた。（手 らの確認時１３時３０分と答えてしまった。
術室のオーダーは変更されていた）
耳鼻科のオペ中、必要物品としてステラッド滅菌の物を術野に出そうとした。出す前に滅菌できて 中材でパックするときに検知カードを入れ忘れたのではないか。ステラッドの袋にガス検知カード
るか確認したところ、検知が変わっておらず未滅菌であることに気が付いた。
を入れ忘れてたのではないか。滅菌終了時に滅菌されているか確認できてなかったのではない
か。
耳鼻科へカルテを持参し患者本人が受診帰室後患者はカルテを退院の時に持って帰る書類であ カルテを知らない患者は其れをカルテであるとは分からず 説明不足
ると思い病室へ 患者はカルテを全て読まれる 日勤ナースＤＲ共にカルテが見つからないと思っ
ていたがそのままに成っていた 準夜で明日退院のことを説明中患者よりカルテを持っていること
が分かった
耳鼻科よりの患者の点滴を救外で行う際，採血も同時に行う予定であった。耳鼻科でラベルを発 実施時，急患が来ており業務が煩雑になり，注意が足りなかったの原因。
行，採血管に貼り，バックにカルテと一緒に入れ救外に回した。採血ありのメモもあったが，実施
の際，メモを見落とし，採血管もバックの底にあり気付かず，点滴のみで患者を帰宅させた。検査
部より採血ラベルが発行されているが検体がないとの連絡で発覚。
耳鼻科手術の１件目が延長していたので２件目の手術をオンコールで入室するように連絡しなけ うっかり忘れ
ればならなかったが忘れてしまったので患者様が入室してしまった。受け入れが出来なかったの
で一旦病室に戻っていただくことになった。
耳鼻科受診のある患者様に対し、受診依頼手続きをしなかったため受診できなかった。翌日の担 他科受診の方法を知らなかった。 他の看護師に受診の方法を聞かなかった。
当看護師より指摘され気付く。
315

複数でのチェック
特別な指示は特に注意を払って、わかりやすく明示しておく。

確認
撮影時の確認
医師が、読める字で確実に記入する。
十分な声かけが必要である。
確認
外来担当になったときには、事前に麻酔科医師と順番・時間を確認する。出された麻酔指示を間
違いがないか確認したのち病棟へ渡す。

パックする人が責任をもって検知カードをいれる。滅菌終了時に確認する。準備するときに滅菌さ
れているか確認する。術野に出す時に滅菌できているか確認する。
病棟及び外来ナースの説明不足 受診後はカルテを詰所へ返すよう説明する

患者の苦痛を少なくするため，点滴時，採血を行うようにしているが，採血を検査室で行うようにす
るほうがミスがないとと考える。
担当している手術の状況をしっかり把握してこまめに連絡し忘れないようにする。
わからないことは確認する。 受診できていない場合外来に連絡をして受診時間を確認する。
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具体的内容
自らコーヒーを、半分飲んでも良いといっていながら、全部飲まれてしまった事に怒り、相手の左
肩を叩き興奮する
自ら車椅子より立つ際ズリ落ちる事あり。

背景・要因
今後の不安と物のやりとり
右麻痺、失語があり、ナースコールが手元になかったので、自ら動いてしまった。

改善策
日中から訴えがあったので、きちんと気持ちを聞いて対応すべきだった。

麻痺がある為、体位が保てなく車椅子からズリ落ちる可能性があるので、事前に安全ベルトが必
要である。
自ら転んだと訴え、ナースセンターに報告に来る。前額部から出血あり、約１．５センチの切創あ 幻聴に左右され、普段からうつむき徘徊している患者だった。今回も徘徊中につまづいて転倒した 顔を上げて、ゆっくり歩くよう声かけする。
る。当直医報告し、３針縫合する。バイタルサイン測定し、ナースセンターに近いところで経過観察 様子。
する。
自己管理している朝だけ内服する薬を確薬に行った時にはすでに内服していた
患者の薬に対する認識を把握していなかった
食事後すぐに内服される様なので食事の時に夕食後は内服薬がない事を説明しておく．患者の
薬に対する知識を把握しておく．
自己管理で、中止のはずの薬を内服していた
自己管理の査定不足
自己管理能力の査定強化
自己管理できない患者のステロイドを配薬準備中、ステロイドの入っている袋を見落とし配薬しな 配薬するケースにまとまって一人分の薬の袋がなかった。 定期薬と臨時薬の袋が別にあった。 与薬に関するものは、臨時、定期を一緒に1人分まとめる。 薬袋をホッチキスでまとめてとめな
かった。
また、他の患者の分を見ると薬袋が処方箋と一緒にたくさんホッチキスでとめられており、薄い薬 い。わかりやすく区別できるよう箱などを利用する。
の袋だと見逃しやすいという状態であった。 例えば1錠1×アサの薬などの薬の袋は薄く、食後3
回の袋の間に隠れる状態であった。
自己管理で内服中○月３日から開始のアドクノン分三と○月４日バクトラミン朝夕分が薬ボックス 自己管理を本人に渡さずナース管理の薬入れボックスにしまい込んだ為 与薬実施でき無かった 内服確認 指示受け時自己管理の患者の処方箋は自己管理と書く 自己管理の患者の薬をナー
に入っていた 自己管理のため薬ボックス内見ず○月４日夕後配り忘れてしまった 深夜帯の
スサイドで管理する場合申し送り事項に書く 内服薬臥薬局から上がって来た時必ずチームスタッ
ナースに指摘される
フへ戻すように
自己管理で服用していた患者。服用開始当日のみ夕食後服用し、以後は１日１回でよい、と患者 看護師Ａが、患者が説明した内容をきちんと理解できたのかを確認せず、患者が言った「わかりま 看護師は、患者に説明した内容を必ず確認する。わかりましたとかはいなどのあいまいな返事の
に対し看護師Ａは説明した。このとき、患者は「わかりました」と返答しているが、具体的な内容を した」という言葉で説明を理解したと判断したこと。現在の看護体制では、与薬係が患者の理解力 ときは、患者に説明した内容を話して貰うなどして確認する。変則的な服用方法をしたときは、薬
復唱するような確認はしていない。患者は看護師Ａが説明したことをきちんと理解しておらず、１日 を把握した上で配薬方法を決めることは困難。変則的な服用方法をとったときに、薬包に日付を 包に日付と時間を入れれる、薬袋に服用時間を書くなどして、患者の理解度似合わせた表示方法
２回朝夕で服用していた。患者から薬がなくなると言われた看護師Ｂが、服用方法を確認して誤り いれるとか、薬袋にわかりやすく服用方法を書くなどの工夫がされなかった。これは、患者の年齢 をする。患者の理解度は、リーダーや他のスタッフと連携をして確認する。
がわかった。
が若く、理解力に問題がないと看護師Ａが判断した為と思われる。
自己管理で服用していた患者。服用開始当日のみ夕食後服用し、以後は１日１回でよい、と患者 看護師Ａが、患者が説明した内容をきちんと理解できたのかを確認せず、患者が言った「わかりま 看護師は、患者に説明した内容を必ず確認する。わかりましたとかはいなどのあいまいな返事の
に対し看護師Ａは説明した。このとき、患者は「わかりました」と返答しているが、具体的な内容を した」という言葉で説明を理解したと判断したこと。現在の看護体制では、与薬係が患者の理解力 ときは、患者に説明した内容を話して貰うなどして確認する。変則的な服用方法をしたときは、薬
復唱するような確認はしていない。患者は看護師Ａが説明したことをきちんと理解しておらず、１日 を把握した上で配薬方法を決めることは困難。変則的な服用方法をとったときに、薬包に日付を 包に日付と時間を入れれる、薬袋に服用時間を書くなどして、患者の理解度似合わせた表示方法
２回朝夕で服用していた。患者から薬がなくなると言われた看護師Ｂが、服用方法を確認して誤り いれるとか、薬袋にわかりやすく服用方法を書くなどの工夫がされなかった。これは、患者の年齢 をする。患者の理解度は、リーダーや他のスタッフと連携をして確認する。
がわかった。
が若く、理解力に問題がないと看護師Ａが判断した為と思われる。
自己管理となったばかりの患者。BS７０mg/dl以下の指示があり、患者に説明もされていたが、自 自己管理させるにあたっての患者教育の仕方
患者の理解力等よく状況を把握し指導を行う
己でBS測定後、５４mg/dlであるにもかかわらず症状がなかったので規定のインシュリンを打った
と報告受ける。次回のインシュリン量の調整をおこなう
自己管理の内科服薬を当日夕食後分と翌日朝食後分を重複服用した。
高齢者の服薬管理の問題点
服薬をＮＳ室管理とする。
自己管理の服用薬を倍量服用していた。
薬剤の服用指導の問題。
確認の励行。
自己管理をしている患者の内服薬を夫が準備し、それをそのまま確認せずに患者が飲み、夕食 ・患者と家族の理解不足 ・服薬確認の不備
・服薬確認方法の検討 ・患者・家族への再服薬指導
後に飲み殻を確認したところ、朝服用する降圧剤を夕にも飲んでいたことを発見した。
自己管理下で内服している患者が、朝の内服薬と夕の内服薬を誤った時間に内服した。
自己管理中であったが、内服の確認をすべきであった。
自己管理中の患者の内服の確認
自己管理下の内服薬を自己判断で誤った薬を内服してしまった
患者の判断ミス
内服指導
自己管理困難な患者でＮｓ管理している。与薬車に薬準備するときに、夕食後薬のパリエットが
担当Ｎｓが準備するときに、見落とした。 残薬の確認ができていなかった。
準備するときは、中断しない 残薬も確認する。
入っていないのを発見する。
自己管理困難な患者でＮｓ管理で服用していた。昼後薬を配布してあったが、テーブルの上にお 担当Ｎｓは先に休憩しており、与薬車に薬がなかったために与薬が済んでると思って確認しなかっ 個々の患者にあった与薬方法の徹底 患者情報の共有と統一した看護ができるように、看護計画
いたままになっているのを、夕食配膳時に発見する。
た。与薬したＮｓは薬をおいといて後で確認するつもりで忘れていた。 お互いの連携不足と患者 をより具体的に記載する。
認識のずれ 与薬した人が責任を持って、服薬確認するという原則が守られていない
自己管理中の患者さんであった。夕食配膳中、薬と取ってと依頼され、朝と夕を間違って渡した。 内服薬の投与時の確認体制のルールが身に付いてないため、守られてない。患者さん自身も自 内服与薬時の声だし確認の徹底。患者さんに再指導（ﾜｰﾌｧﾘﾝの作用・副作用など）。自己管理出
他看護師の指摘で朝と夕の誤与薬及びﾜｰﾌｧﾘﾝの過剰与薬が判明した。夕食の配膳業務の途中 己管理中であるが、ﾜｰファリンの与薬方法が理解されてない。
来るかの再評価。
で気持ちが焦り、薬袋から取り出す時、確認しなかった。
自己管理中の患者の薬が、夕薬時に当日の朝と昼の薬が残っていることに気付く。 主治医に報 看護婦、患者本人も、夜勤帯で定期薬に日付を入れ、定期薬を整理したが与薬することを忘れて 自己管理開始から、４件目の飲み忘れがあり、患者本人も精神状態が悪化しているため、カンファ
告し昼薬をすぐに内服してもらう。
しまっていた。 日勤帯では、与薬係りが３名決まっているが、責任者が明確でなく最後に確認す レンスを開き、与薬時に他患の薬と一緒に自己管理の薬箱も持って与薬するよう変更し、状態が
る人がいない。 患者は、ここ最近精神状態が悪化し、飲み忘れることが多く、声かけをしないと内 安定したら、従来の自己管理の方法に戻していく。
服が出来なかった。また、薬の与薬時に患者は自室にいないことが多く、飲み忘れる危険性も高
かった。
自己管理不可能な患者でＮｓ管理している。 朝服用のラシックス・アルダクトンが入っていないの 担当Ｎｓが、与薬車に薬準備したとき見落とした。残薬確認しなかった。中断した。
薬整理中中断しない。中断する場合、再準備する時に分かりやすいようにしておく。 残薬の確認
を発見した。
等確実な準備を心掛ける。
自己管理薬の処方が患者に十分に伝わっておらず、間違った量（一錠少なく）を飲んでいた。残薬 患者への説明が不十分であったと考えられる。 書面上には不備はないが、患者が理解している 丁寧な患者説明の実施。患者状態等日々の観察の強化
の数が合わないことから、患者から報告があり発見された。
か確認がされていなかった。
自己管理薬の処方量の変更があり、患者へ説明したが、従前の処方量を飲み続けていた。
説明時に患者が十分理解していたか、確認しきれていなかった
患者説明方法の見直し、丁寧な説明の実施
自己管理薬の与薬がされなかった。
患者本人が与薬時間を勘違いしていた。
患者への説明の明確な実施、患者の自己管理能力の確認。
自己血採血時の針刺し
業務手順を順守しなかった
再教育
自己血貯血採血時に全血保存の予定であったが、製剤化のバッグで採血した。検査室に提出し 保存バッグを確認せずに採血した。 バッグが一種類だと思っていた。 不慣れな処置で認識が薄 マニュアルの改訂。 スタッフ全員での勉強会を実施した。
た時に検査技師より間違いを指摘される。主治医に報告し、製剤化での保存に変更する。
かった。 レベル発行が当日の９時にしか届かない。 マニュアルに目を通したが気付かなかっ
た。
自己血糖、インシュリン自己注射をしている患者さんが、外泊より戻られ患者様本人が 血糖測 夕食の配膳の時間帯であったため、患者まかせになってしまった。
入院中であり、患者様がしっかり理解できていると思いこんでいた。今後は看護師が 確認してか
定・自己注射をされたが、インシュリンを朝の単位を注射してしまう。
ら実施するようにしました。
自己血糖測定時に使用するグルテストセンサー・ウルトラファインランセットを渡すのを忘れ、患者 連携不足
検査科と連絡を取り合い自己血糖測定の指導が終わったら内科に連絡してもらうように声掛けを
様本人より苦情の電話があった。
する。自己血糖測定の指示が出たら、グルテストセンサー・ウルトラファインセットの伝票を切る。
自己血輸血のストック単位数の認識違いがあり、間違った単位数を手術室に申し送っていた。
手術前日に他の看護師が確認したことを、申し送りで伝えられた。その際に聞いた自己血の単位 手術室に申し送りをする当事者が、当日に指示を確認するべきであった。
数を記憶し、それが正しいと思い込んだため、手術に向かう際に自分で単位数を確認する事をし
なかった。
自己注射、自己血糖検査を行っている患者様であったが患者様から「本当は１４単位だけど１６単 確認不足
もう一度きちんと教育する。
位打ってしまった。時々間違えてしまいます。」と報告を受けた。
自己注射指導中の患者で，朝・昼・夕にインスリン（速効型）を使用，寝る前にインスリン（中間型） インスリンの回収が遅れてしまったこと。患者が高齢であることに注意がたりなかった。
注射後，すぐに注射薬を回収する。 自己注射が開始直後の患者には注意をする。特に高齢者。
を使用していた。寝る前に看護師が中間型のインスリンを持って行ったところ，患者が「もう打ちま
した」と速効型を打ってしまっていた。 患者には糖水を与えた。
自己抜去の危険性のある患者が鋏の貸出を希望され、切断など無いか確認したところ「大丈夫で 自己抜去・切断の可能性のある患者に、看護師が付き添わずに鋏を貸し出した。
自己抜去・切断の危険性のある患者に刃物類を貸し出す際には、看護師が付き添い使用してもら
す」と言われた為、信用しても良いと判断し貸し出したところ自己切断された。再挿入せずに経口
うか、最後まで付き添えない場合は自室では使用せず、目の届きやすいホールで使用してもらう。
からの摂取のみで様子を見ることとなった。
自己服薬の患者に対して、本人の分と他の患者の薬を両方置いてしまい、本人が両方の薬を服 新人等の院内事故防止教育の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
本人にまかせっきりにしないで、看護室にて薬を管理し、服薬管理を徹底するようにする。
用してしまった。 本来服用するはずの患者からの申し出により、調査したところ、上記の件が発
覚した。 血圧の変動や眠気等の症状が予想されるため、血圧等のバイタルチェックを頻回に測
定し、身体症状の状態をチェックした。
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具体的内容
背景・要因
自己服薬の患者様が夕薬内服時本人から、昼薬を内服していなかったようだと持ってくる。残数確 自己服薬者の昼薬内服後の確認が不足
認で未内服であること発見。当直Drに報告、内服せずとも良いと指示受ける。昼薬処方内容はイ
ンプロメン（３）１T、リスパダール（２）１T、レボトミン（２５）１T、アキネトン（１）２T,パンテチン１ｇ，重
質酸化マグネシウム１／３ｇ
自殺企図で腹部刺傷、緊急OP後の患者、体幹のみ抑制中であった。 腹帯の中に手を入れ、創 うつ傾向があり、再度自殺企図の恐れがあることを予測していたが四肢の抑制をしなかったこと
部に挿入されているペンローズドレーンを自己抜去された
家族の付き添いがあり監視が不足していた
自室から廊下に出たところでしりもちをつき、その後広報に倒れ後頭部を床に打つ。後頭部薬1cm 最近歩行時、ふらつきが見られるためナースコールをポケットに入れ持参して貰っているが、ナー
×1cmの発赤(＋)。疼痛(＋)。意識障害(ー)。嘔吐(ー)。BP150/90ｍｍHg。後頭部クーリング施行 スコールを床頭台の上に置き持参せず、歩行していた。近くにいた職員が支えるのが間に合わな
で観察継続とする。
かったが、転倒を予測し、最初から付き添うべきだった。
自室で、車椅子とベットにはさまれている患者を発見する。
朝食が終わった後で、職員が誘導して介助して、ベットに移動していただくべきであった。
自室で洗面器にお湯を持って体を拭いていた所、丸椅子からすべりおちた所を同室者の面会の 本人は入浴可だったが、病院のお風呂は入りたくないと言っていた。その日同質患者が治療上の
人がきずき、Nsへ連絡があり発見に至った。
都合でシャワー室を使用していた。「その人は利用できて私は利用できないのか」と不機嫌であり
イライラ感がみられた。入浴可の患者様は５Fか７Fの入浴場を使用していただいていることを説明
するも納得せず「家に帰って風呂に入る」を聞かなかった。清拭の準備をしていたので、熱いタオ
ルを用意させてもらう事を説明する拒否された。
自室で朝食摂取後、下膳時ベットよりすべりおち頭を少し打ったと話す。本人はベットに座ってい 保護帽子を取ろうと滑りおちてしまった
た。頭部外傷なし
自室で本人が転んだと教えてくれた。尻もちついて仰向けになり頭をぶつけたと話した。
Ｐ-トイレは自立されていた経緯あり
自室トイレに行こうとしアコーディオンカーテンにつかまったところ転倒。床に座った状態で発見さ 長期入院と共に持ち込み荷物も増え、室内環境が悪かった。
れる。頭がいたいと訴えあるため氷枕使用し経過観察とした。
自室にて患者を車椅子に移乗させ、スタッフは隣の部屋へ行った際、わずかな時間の間に車椅子 朝より変わりなく温和だった為、少しの間目を離した際の事故であった。
より床に転落する。患者は「トイレに行きたかった」と言うもオムツ使用中、車椅子上で動きありて
転落した様子。
自室にて転倒尻もちをついているところを発見しナースに報告。バイタルサインチェックするも異常 何回も転倒されている患者でベット柵をしていても自分で動きたいと思うと柵の有る無しに関わら
認めず、外傷も無し。左頭部痛み軽度訴えるもしばらくすると軽減する。発赤、腫脹なし嘔気、嘔吐 ず動いてしまわれる為に転倒されてしまったと考えられる。
なし応答も明瞭にて様子観察とす
自室に訪室した際、ベッドより転落し、ベッド柵につかまった状態で発見する。左小指に２cmほど 水分補給後でベッドは頭部がやや上がっていた。
の切傷あり、処置する。
自室より声がしたので、訪室してみると、患者が床に転倒しているのを発見する。
観察不足
自傷の恐れがある患者のベット上にフォークがあるのを発見する。
点滴持続のため抜去の恐れがあるため、拘束されていたが、バルーンカテーテルを抜去したり、
暴言を吐いたりしていらいらされていた。夜勤の送りで「早く殺せよ、俺がやる、殺せ」などと暴言
が聞かれた。私物検査がきちんとされていなかった。
自床から３回大声あり。他患者を覚醒させてしまう。理由を尋ねると「NSからトイレに行くときは呼 ポータブルトイレ設置など患者への説明不足であった。睡眠中の他患者への影響も考え、患者に
ぶように言われた。ナースコールがないから」と話す。
適した病棟移動の検討が必要であった。
自然気胸の患者当直帯に来院し胸部X－Ｐ撮影した。前回X－Ｐが必要なためX－Ｐノートで捜す 通し番号のＸ－Ｐノートには記載があったが、アイウエオ順のX－Ｐノートへの記載もがあった。
も見当たらなかった。
自然気胸患者。トロッカーカテーテル挿入していた。「吸引開始、CT検査は吸引かけていく。」と医 指示の意味を検査時のみと思いこみ確認しないで実施した。 カルテ指示の確認不足
師の指示がカルテに記載されていた。CT時のみ吸引だと思いこみ、持続吸引していなかった。回
診時医師より指摘受ける。
自損事故により頚椎捻挫、その他の打撲のため安静目的で入院した患者。「床頭台に置いていた 患者が部屋に不在のことが多い。 環境整備の時に、ゴミだと思ってレンドルミンの空ケースを捨
大事なレンドルミンの空ケースを自分がいない間に勝手に捨てている。あれは、自分にとってとて てたと考えられる。 入院時よりイライラした様子で看護師への不満が多かった。不眠であった。
も大事なものだ。」と立腹する。患者の話を聴き、不眠の訴えに対し希望通りに精神科を受診し
た。その後、３？７時間睡眠が取れるようになるが、看護師のケアへの満足感は得られない。
自宅でインスリンの自己注をしてみえる患者へ、血糖値が低かったため食後にインスリンを打って 前日に入院してみえ、自宅からインスリンを持ってきていなかった。持参薬の確認が十分できてい
ください、と伝えたが、食後に本人に打ったかどうかの確認を忘れたため、朝のインスリンを打ち忘 なかった。実際インスリンを打ったかどうかの確認が不足していた。
れてしまった。
自宅ではトイレに自分で歩いていっている方であったが、尿路感染症のため、熱もあり頻尿でポー 実際に1人でトイレに行けない状況であったが、本人はトイレに自分でいけると思っていた。
タブル介助が必要となっていた。本人は自覚がなく自分でトイレに行こうとするため、頻回に訪室
し、ポータブルトイレ介助を行っていたが、他の患者様の処置のため、目をはなしたところ、ベット
の左上の方から滑り落ちるように転落していた。
自宅では内服の自己管理中であったが、入院後は１日配薬で管理していた。２：００巡視時、翌日 入院時に自己管理出来るか否かの評価をしないまま、自己管理としている。又、服薬指導ができ
の朝の内服薬がなかったので確認すると、「何時に服用したのか分からない？」とのことであった。 ていない。
（自宅で痛い時は、ﾛｷｿﾆﾝを臨時で服用していた）
自宅で何度も転倒している。転倒アセスメント13点。バルーンカテーテル留置。膀胱訓練中。２０時 看護計画では夜間のみ膀胱訓練を行うことになっていたが確認できていなかった。 対象は、２、
排泄のためトイレにて排泄介助行う。夜間も膀胱訓練を行うと思い込み２０時以降、クランプしたま ３時間ごとに尿意を訴えており４００ｍｌ前後排泄があったのにも関わらず、２３時の巡回時開放し
まだった。物音あり訪室すると転倒している。バルーン開放し尿量５００流出する。バイタル特変な なかった。 また、対象は何度説明を行っても自分で行動されることがあり、夜間膀胱訓練を行う
し。外傷なし。打撲なし。トイレにいこうと思ってといわれる。
ことで自分で行動してしまうリスクがあるということをアセスメントして関わることが出来ていなかっ
た。
自宅で服用していたアモバン錠が届くので、ＶＤＳに服用させてほしいと日勤者から申し送られた。 病棟間で薬の取扱が違う 申し送りが正しくつたわらなかった。看護師間の情報の伝達、共有の
22時に患者さんから｢アモバン下さい｣トナースコールあり、以前勤務していた病棟では（ローテー 問題
ション1年目）眠剤はすべて詰め所管理であったため，詰め所内を探すも見当たらず，常備より１Ｔ
出して与薬した。しかし，次の朝，病室に行くとオーバーテーブルのＢＯＸ内にもアモバンが分包さ
れていた。聞くと、これもアモバンとは知らずに服用したとのこと。
自宅療養にむけて歩行訓練中の患者であり、食事も食堂での摂取を促していたが、自室での食 イスから歩行器への移動時、歩行開始時は見守ったが、動作の終始はみまもっていなかった。
事を希望され自室で摂取していただいてた。本日は促したところ心よく食堂に出ることを了解され、 貧血著明であり（Ｈｇ8.5 Ｆe14）、歩行器歩行の状態であり転倒のリスクが高かった。 食後は胃
歩行器で食堂に出ていただき食事をされた。食後歩行器でエレベーター前まで歩いたところ急に 内血流が増加し、脳循環血液量が低下する。 眩暈の既往、脳血栓傾向であったが歩行時の完
膝折れし後方に倒れかかった。そばに居合わせたナースが患者を支えたため、転倒は防げた。 全な付き添いができていなかった。
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改善策
服薬確認を責任者が確実に行う

不安軽減のために家族の付き添いを依頼する 精神状態が安定するまで抑制をする 頻回に訪
室し十分に観察する
不安なときはナースコールを使用するよう促したり、適宜視野に入れ必要時の見守り･介助を行な
うことを引き続き実施していく。患者様の了解や理解が必ずしも良好とばかりいえない状況もある
ことも常に念頭において行動する。
病室に戻る際の観察、声かけを徹底する
療養規則は、守るべきことではあるが興奮しやすい患者など今回限りということで許可するほうが
良かったのかもしれないが、どこまでが今回限りなのかは判断しかねる。基本的に規則は守って
頂くよう説明を根気よく繰り返す。
保護帽子はすぐ手元においておく
スタッフが分からない（見えない）場面での危険性の把握を検討
夜間トイレ回数多く度々覚醒していた。夜間視力も低下し中途覚醒では歩行も不安定である。安
定した手すりを移動場所に設置し安心して歩行できるよう設備の改善も考慮してほしい。長期入院
と共に持ち込み荷物も増えるため必要な物だけを置くように室内整備していく。
車椅子に移乗した後は、スタッフの目のとどく所にいてもらう。
頻回の訪室、トイレの素振り、トイレの時間、ベットで過ごしたいのかを充分に把握しながら介助し
ていく。
ベッド柵の３点、４点固定を検討。
不穏状態にあった患者様なので訪室の都度声かけをする。
自傷行為に至る可能性もあり患者観察及び環境整備に注意するよう申し送る。
夜勤帯のポータブルトイレ設置による自床でのトイレ誘導を申し送る。Ｄｒに状況を報告する、本人
が病棟移動を希望しているので、それを含めDrと検討する。
整理業務を外来の受付の者が兼務で行なっていたが、兼務をやめ他のものが整理業務として行
なうことにした。
患者の状況を把握し、他者と指示の確認を行う。
不眠に対して患者様の希望通りに精神科受診の手続きを取った。 ベッドや机の上にあるもの
は、患者に確認するまでは、ゴミだと思っても勝手に捨てない。 処分する時には患者の確認をと
る。
どんな患者に対しても、インスリンを打ったかどうかの確認の声掛けを忘れない。
他病院、施設などでの工夫や体験を研修する。

内服の自己管理基準に沿って評価し、再指導する。服薬指導。
看護計画の確認。対象の状況について的確にアセスメントし関わっていく。

薬剤部を交えて話し合い、統一を図ることとした

歩行時は終始付き添う。 食堂での食事は中止し、自室のベッドでギャッジアップで摂取してもら
う。
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具体的内容
背景・要因
改善策
自転車エルゴメーターにて自主訓練中、急にサドルが垂直に傾き、後方にズルリと臀部より転落し 訓練前に、患者よりサドルに関して乗り辛いとの申し出があった為、説明書に従いスパナと六角レ メーカーに依頼し、溶接したサドルに取り替えた。
た。
ンチにて調整をした。ガタツキ等を確認後、乗車して頂いたが、訓練開始３分後に事故が発生し
た。 メーカー側に確認したところ、ボルトを締める力が弱かったのではないかとの報告があった。
説明書には「約１９．６Ｎｍのトルクで締め付けて下さい」と記してあるが、その力で締める為の工
具は建築業者等専門家が所有しているような物で、メーカーも所有していないとの事であった。 ９
０度までサドルが動く事について、可動域が広すぎるのではないか。構造上、問題はないのか。説
明書には専門用語で１９．６Ｎｍで締めろと記してあるが非常に判り辛く、エルゴメーターにもここ
まで締めろというような具体的な表示はされていない。指示書きが甘いのではないか。以上の点
について、メーカー側に回答を求めた。 【商品名】エルゴサイザー 【機 種】ＥＣー１２００（Ｓ／Ｎ
ｏ．１２１９９６９） 【製造年月日】２００４年８月２３日
自動ﾗﾍﾞﾗｰがﾄﾗﾌﾞﾙの為、手貼りでﾗﾍﾞﾙを再発行し、検査科へ搬送していた。検査科よりA氏の検 自動採血ラベラーが故障発生時の採血患者で、検体ラベルを自動ラベルと手貼りラベルが出力さ 採血時の確認の基本を守る（基本ｶｰﾄﾞ・ID・患者に名乗って貰う）
体が２本あるとの問い合わせあり、血型・過去ﾃﾞｰﾀｰと照合し確認。B氏の検体が未提出を確認
れていた。B氏の採血時、患者に名乗って貰う、患者名と検体ラベルの確認ができていない。
し、次回B氏の○/26CT検査時、採血の指示となり、患者さんにTELにて謝罪・説明した。
自動血圧計のマンシェットのゴムがはみ出し風船大にふくれているのを発見
確認ミス
器具の再点検
自動錠剤分包機で、一つの袋に入っているべき錠剤が入っていなかった。
錠剤分包機の誤作動
１包１包について調剤者として監査してから監査者に渡す
自分がリーダーの時に定時のインスリン注射の単位の変更があり、いつも転記している処置板に ・注射箋を確認せず投与したこと ・転記をしていたこと ・リーダーと処置係がカルテを見ずに処 ・転記することをやめ、カルテと注射箋で確認することとした ・日勤スタッフが注射箋を中勤処置
朝、夕逆の単位を記入してしまった。次の勤務の処置係がその処置板をみて注射箋を見ずに患 置板のみで動いてしまったこと ・この時間帯に食事介助やナースコールの対応、血糖チェックを へ申し送ることとした
者に多い量のインスリン注射を投与してしまった。しかし患者には低血糖の症状はみられなかっ する患者が多く気持ちが焦っていたこと
た。翌朝の処置係がその転記違いに気付き発見された。
自分が昼食後、外で休憩している際、患者が別の患者様の車椅子を押して、ＯＴ室に行こうとして 車椅子を患者様同士で介助して移動させるべきではなかった。
職員の付き添いなく、患者様が別の患者様の車椅子を押すことはさせてはならない。
いた。途中の坂道で上ることができず、ふらついていた。重心を失い、転倒しそうであったため、職
員が介助し、転倒を未然に防ぐことができた。
自分でトイレ使用後車椅子に移乗しょうとした時車椅子のストッパーが一箇所だけしか掛かってい 平素も同じスリッパ使用をしていたが床のマットにひっかかったのかもしれない
観察及び声かけの強化
なかったために滑ったと考えられる。床に尻もちをついているところを廊下を通りかかった看護者
が、足が見えているのを発見しすぐに抱えあげた。打撲痛は無し。ＤｒＴＥＬにて報告様子観察の指
示。以前は日中もベットサイドに尿器を設置していたが、そのような状態では臥床がちとなった為
に昼間はなるべくトイレへ行くように促していた。
自分ではしっかりと確実に内服薬のセットをしていたつもりであったが、隔日投与の内服薬のセット 確認投薬用の用紙を使用していなかった。 処方箋での確認が不十分であった。
確認投与用紙など、決められたルールに従って準備を行う。 配薬の際に処方箋での確認を再度
の仕方を間違えていた。翌日リーダーナースより報告を受け間違いに気がついた。
行った為、患者様に内服させるまいに気がつくことができた為、これからのダブルチェックを確実に
行っていく。
自分でベッドから車椅子に移ろうとして尻餅をついた。右腰部を打撲する。Ｔ＝３６．３℃、Ｐ＝７２ コミュニケーション不足と考える
本人の遠慮がちな気持ちをわかり、それでもコールを押してもらうように説明し、必ず呼んでもらう
ＢＰ＝１２０／７２ 打撲痛なし。当直医報告し、診察され、様子観察とした。
ようにする。上記のことを、スタッフ間でもう一度再認識し、本人が傷つかない言葉かけをしていく
ようにする。
自分でベッドサイドのポータブルトイレに移動しようとして体の力が抜けベッドサイドに転倒してし 観察不足
移動時はナースコールするように説明した。
まった。
自分でベッド柵をはずし床に転落されていたところを発見する。
ベッド柵をはずされる行為は以前にもあったため、臥床中はベッド柵を紐で固定することで統一し 臥床される時は必ずベッド柵を紐で固定することを再度指導し臥床中は固定されているかどうか
ていたがたまたま固定することを忘れた。不注意。
を点検する。
自分で車椅子に移ろうとして転倒、同室者よりブザーあり。訪室したところ転倒しているのを発見 右手、右下肢痛が強く、おきたり寝たりして身の置き所がないといった様子。医師へ連絡のため部 ほかの看護師に依頼をして、目を離さないようにするべきだった。
する
屋を離れたところだった。
自分で蓄尿することが困難な患者様に２４時間クレアチニンクリアランス目的でバルーンカテーテ フリー業務を行っていた為、患者が蓄尿中であったという情報を把握することができていなかっ
業務多忙の中でのバルーンバッグに記入してある項目の確認を確実に行う。 バルーンバッグへ
ルが留置された。蓄尿すべき尿を破棄してしまったため、予定の検査を行えなくなってしまった。改 た。 バルーンバッグには蓄尿中であるという記載はあったが、目に入らなかった。
の記入は目立つようにする。 看護師間で蓄尿が必要な患者様がいる時は、情報を交換し合う。
めて他の日にオーダーし直すと共に患者様にも再検査を行わせてもらうよう謝罪した。
自分と隣の人のベットの間に倒れていると同室者よりNsコールあり。「本家さいくんだ」と動いたよ せん妄状態あり、眠剤服用するも効果なし。ベット柵とオーバーテーブルにひっかかり転倒したと 入院すると不穏の出現することがわかっていた患者であったため、こうなることは十分予測でき
うで、ベット柵を倒さず、足元から出ようとしたようだ。
思われる。
た。家族･医師と十分な対策をとっておくことができればよかった。
自分にて、トイレに行こうと一本杖で歩行していたところ膝関節の脱力感あり左膝関節より転倒し 底が滑りやすいスリッパをはいていた。
スリッパをやめシューズに変更した。
ているところを発見する。
自分のスリッパを、痴呆の患者様が持ち去ろうとしたのをみて易努的になり手を挙げた。痴呆の方 痴呆と精神疾患の方が同じ病室である環境に問題がある。
早期介入で、トラブルを防ぐようにしていく。
は口唇が切れていた。
自分の食事の席に別の患者が座っていることに腹を立てて、その患者様の頚部を後方からつか 危ないと思わなかったため、対応が遅れた。早めに声かけし、席を移動していただくようにすべき 他患者の席に座っている患者にはトラブルが起きないように早めに声をかける。Ｄｒ指示にてワイ
み立ち上がらせようとした
だった。この患者は他患者に対して過干渉であり暴力行為もみられる。
パックス３T、３×７ＴＤ処方となる。
自分の布団を整えようとベッドサイドに立ちバランスを崩して転倒
認知力不足 筋力低下 マッタ君を使用していたが患者の行動に適した位置ではなかった
マッタ君の位置を調整
自分自身と体調不良のため、他のＰＴへの申し送りができなかった。
業務上肉体的・精神的疲労の問題 連絡の不備
自己管理の徹底と、連絡不備の改善
自力でベッド柵をはずし、センサーマットの上に座っていた。右膝下をすりむいていたので、アズク 患者への指導が足りなかった。
センサーマットの確認。患者に対し、柵をはずさないよう声がけをする。
ロＧにより処置した。
自力で起立不可の患者が自分でベッド横のポータブルトイレに移動しようとして転倒し、後頭部に 患者自身にどんなときでもナースコールを押すように強く指導するべきだった。
患者への説明、指導強化。看護師に依頼しやすい雰囲気作りを。
血腫を作った。同室者からナースコールで知らせがあり気付いた。本人は立てない自覚がなかっ
た。
自力にて臥床する際、頭をベッド柵にぶつけたと本人が報告に来る。痛み(+)、発赤(+)、腫脹(-)、 精神遅滞があり危険である認識不十分であったと考えられる。
予測できる危険な事柄に対し、コミュニケーションを通し指導をしていく。又、観察も十分に行なっ
気分不快(-)、ふらつき(-)。当直医に報告。様子観察の指示あり。アイスノンにて患部を冷やす。
ていく。
自力歩行
患者状態観察不足
離床時間を徐々に延ばす。車椅子使用時は出来る限り見守る
自力歩行のできないにもかかわらず、ベット下に降り、床に座っていた。
患者指導の継続と、見守り強化。
重点観察の実施、声かけの実施。
七夕会参加のため、車椅子に乗せて整列している時、口をモゴモゴしていたので、口の中を調べ 異食のある患者と分かっていたが、車椅子を他の患者と近づけて置いてしまった。
患者異食情報をスタッフだけではなくボランティアの人にも伝達する。 看護プランでは、他の患者
ると白いビニールテープだった。 前の患者の車椅子の後ろに貼っていたものだった。
と車椅子を並べないことになっていたので、プランを確実に守る。
執刀前に抗生剤を投与し、その後３時間後に投与する指示が出ていたが、わすれていた。６時間 思い込み スタッフ間の連携不足
術中観察表に抗生剤の投与時間確認項目を追加する。
後に気づき、医師に報告し、投与した。
失調不穏あり、ベッド上で体動激しくベッド柵から両足を投げ出し柵をガチャガチャさせていたの 夜間の看護人員の不足。
ルート類が絡まないような工夫をする。体動が激しいときは体幹部の安全帯の使用も考慮する。
で、両手にミトンをはめてCVルートの自己抜去を予防していた。しかし、気がついたらCVの接続部
がはずれ血液が逆流していてルートは閉塞していた。体動激しいため準夜でICUに移し観察して
いた。
室温２３℃、湿度６０％の電気をつけ、明るい６畳の和室にて、５分程度の膝歩きを実施。練習後 ・新人等の院内事故防止教育の問題点
・今後靴下を着用し、摩擦の少ないプラットホームやマットの上にて練習を行う。また、頻回に身体
立ち上がり、腰掛けた際に、右足部に創傷を発見した。
確認を行う。
室内のポータブルトイレを使用後、ベッドに戻ろうとして歩行したところ、足に力が入らず転倒した。 観察不足
ポータブルトイレを使用する時はナースコールしてもらう。 ポータブルトイレをベッドの近くに置き、
血圧は９０台であったが意識レベルに変化なし。
移動しなくてもいいようにする。
室内を歩いていた患者を確認し，引き継ぎ前の他病室をラウンドしている時，日勤看護師が，患者 床に水がこぼれていた
説明しても理解が出来ないので，コップなど水が入った容器は不要な時，空にしておく
が転んでいるところを発見
室内冷蔵庫までジュースをとりに行きベッドまで戻ったところ床頭台とベッドの間で座り込んだ。冷 患者の下肢の筋力低下があった
移動時ナースコール指導
蔵庫を開けるときドアで左胸を打ったとのこと。
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具体的内容
背景・要因
改善策
実際には3時間半で終了の患者様なのですが除水が透析時間の約15ー20分前に終了をしてし
担当看護師からの返血依頼があり残りの透析時間を確認をせず、除水完了で返血を行ってしまっ 返血の際には透析時間、設定除水量の確認を必ず行うこと。急いでいても確実に手順を踏み、
まった。抜針の前に確認をした時に自分で気付く。
た
いったん立ち止まることが必要だと考えられる。
実習生が当事者を介助しておりズボンを上げるよう応援してくださいと言われた為、実習生が当事 当事者は左麻痺があり硬直している為、立ち上がる際に上手く手が上がらず車椅子のアームレス 介助を要する方に関しては職員が介助を行うようにする。
者の体をかかえ立ち上がらさせ、ズボンを上げる介助を行った。介助を終えると当事者の左上腕 トに左上腕がひっかっかったものと思われる。
に擦過傷を確認する。２×２センチ大
実習生にまかせた小児のレクリエーション観察中、目を離した隙に、他児の上腕に噛みついた。噛 実習生の指導、情報不足。実習生の監督不行届。実習生がうまくいっていることに油断し、スタッ
実習生任せにせず、安全係スタッフは、噛みつき癖のある児とともに行動するか、離れるときは
まれた児が泣いたため気が付いた。
フによる噛みつき癖のある児の観察がなされていなかった。
他のスタッフに声掛けし 車いすに乗せる等、安全を確保して離れることとした。
写真がぼける
撮影で曝射するときに患者が動いていた
声賭けだけでなく、動いていないか確実に確認し撮影に望むようにする
写真が入っていないのに渡そうとした。確認ミス
確認ミス
確認をする。
車イスからベッドに移動介助時に患者が立ちあがった際に、車椅子の手すりに患者の臀部がぶつ 体格のいい患者で1人で介助は無理だった。（判断に誤りがあった）
2人以上で介助する。
かった。このとき患者の体重が看護師にかかり、体勢がくずれてしまい転倒してしまう。外傷、骨折
なし。
車イスから患者がベッドに移動し、靴を脱ごうとしてかがんだときに、バランスを崩し、転倒した。 介助に入っていたが、車椅子を片付けており、患者の行動が見えていなかった。靴を新しいもの 一連の行動がが終了するまで、目を離さない。行動を把握する。
に替えたばかりで、患者が一人で靴を脱ぐことが困難であることを把握していなかった。
車イスから立ち上がろうとして転倒したと言われた。訪室時は床に倒れていた。頭を打ったと言わ 観察不足
イスから移動する時の注意事項を再度説明した。 ふらつき等がある時は看護師を呼ぶように説
れたが外傷はなかった。
明した。
車イスで自立の患者で車イストイレで排尿しようとしてズボンを下ろすときにバランスを崩し床に尻 車イスで自立していた患者だったが、時々トランスファーの状態を観察して声掛けなどすべきだっ 自立していると安心せずに、常に声がけや気配りをする。
餅をついていた。
た。
車イスで病棟食堂の給水器へ水をくみに来た際、水をくみ車イスに座ろうとしたが、車イスに届か 患者への理解のさせ方 患者への目配り、気配りの仕方
車イスへ移乗の際の設置位置の再確認をする。 患者に対するスタッフの目配りの強化。
ず尻餅をついた。うずくまっているのを他患者の家族が発見し、連絡を受けた。 車イスへ移乗さ
せ、病室へ誘導した。バイタルチェックしたが安定している。ボデイチェックでも異常は認められな
かった。
車イストイレよりナースコールがあり、トイレに行くと患者様が足を伸ばして床に座っており、点滴と ７時４５分３８．６度と上昇しロピオン１／２Ａ＋ＰＳ１００ｍｌ開始し、解熱傾向にあった。Ｂｐ９０台、Ｈ 発熱ある時は倦怠、めまいなど起こりやすく、また点滴などルートもあるため移動はナースと一緒
点滴スタンドが床に倒れていた。患者様は自分で立ち上がり「トイレの手すりと思ってつかまって ｂも低く（１２／８ Ｈｂ６．５）めまい、ふらつき、確認能力低下など生じやすい状況であった。トイレ に行うこと説明。
立とうとしたら点滴スタンドの取っ手ですべった。洗面台に静かに顔ぶつけたが痛くない。」と。左 が終わったらナースコールしてくれるよう車イス介助したナースが本人へ伝えていたが、一人でで
頬５００円玉大の腫脹、やや青色に変色あり。
きると思い、移動中に転倒したようである。
車イスにてベットに戻り、バイタル測定し、当直医へ報告。以後ルーチンに沿って、打撲部位をレン 様子観察が不十分だった。
患者の状態に合わせた夜間の危険行動に対する防止策を考える。（自立しているからとは考え
トゲンにてフォローアップする予定。その夜はトイレ歩行からポータブルトイレとした。
ず、その日ごとに危険はないかアセスメントし直す。）
車イスにて安全ベルトを使用中、談話室でテレビを見ていたが妻が来る頃と思い、テーブルを持ち 左片麻痺があり自分でひもを解くことは考えていなかった。以前にも転倒したことがあり頻回の声 家族にも協力を得ながら声かけ頻回の訪床を行なう。
立ち上がろうとして転倒、安全ベルトは自分ではずしたと言われる。
かけ看護師の目の届くところにいてもらっていた。
車イスにて談話室で過ごされたところ、自己にて車イス操縦しソファーで引っかかり身体だけ下肢 痴呆があり昨晩より不穏行動見られていた、本日もトイレ入浴と自己にて動こうとする姿再三認め 痴呆があり自己にて動けだすことも予測されたため目を離さず介助する。
からずり落ちそうになっているとところを発見する。腰痛訴え、頭部は打撲していないとのことで
転倒の恐れあり、車イスに移乗してもらい談話室にて過ごされていたその矢先のことであった。車
あった。
イスのロックを外し自操することができると思わなかったため目を離したことが要因と考える。
車いすの患者が泌尿器科前の廊下を通ろうとした時、泌尿器科のドア（外開き）が開き接触して跳 ドアが外開きである。 中待合い以外にドア前にイスを並べて待っている。 ドアが開く範囲も通路
ね返り看護師に当たった。両者には特にけがなど無し。
になっていた。 構造上の問題
車イスへの移動時、フットレストに足が引っかかり、膝から床へ転倒した。両膝を床につき、頭を床 指導不足。意識障害から理解が難しいこと。
頭台にぶつけ軽度の痛みを訴える。腫脹・発赤はなし。
車イス自送自立、トランスファー見守りの患者様が、床頭台を背に半あぐらで座っている状態を発 トランスファー時にはナースコールを押してもらうようにとの指導の実施が確実でなかった。
見したと、病室前を通りかかったリハビリスタッフより報告を受けた。
車椅子からの転倒。
おむつ交換の途中、目をはなしたすきに起きた
車椅子からベッドに移動しようとして立ち上がったところ脚に力が入らず転倒してしまった。
観察不足
車椅子からベットに移動しようと転倒する。栄養科職員訪室時発見。
患者状態把握
車椅子からベッドに移動する際ふらつきあり、ベルトをはずすまで待つように患者に伝えたが､待ち 技術不足 観察不足
きれずに一人で立ち上がり看護師が支えきれなくて転倒
車椅子からベッドに看護師２名で移動中、患者の腕を車椅子のアーム部分にこすり傷つけた。
不注意
車椅子からベッドへの移動時に転倒した。看護師が目をはなしたすきであった。
ブレーキがかけられていなかった。フットレスも降りたままであった。
車椅子からベッドへ移って貰う際 腰掛けてもらったが柵をしていなかったため体が支えきれずず 柵をしていなかった
り落ちた
車椅子からベットへ移動する際に患者自身が車椅子のストッパーをかけ忘れ、バランスをくずし床 理解力低下のある患者であることを私自身が理解していたつもりだったがこの患者が車椅子移乗
に尻もちをついたところを同室者の報告にて発見する。
を自己操作するようになってからは「もう大丈夫だろう」と思い込んでしまっていたため観察・確認・
声かけ不十分だったといえる。
車椅子からベッドへ臥床介助の時に、外して立てかけたあったベッド柵の隙間に麻痺側が挟まっ 外したベッド柵の置き場所が不適切。
た。
車椅子から滑り、しりもちをついているところを、医師が発見しナースへ報告あり
妄想、幻覚症状がある患者さまであり情緒不安定であり、観察不足が考えられる
車椅子から座椅子へ移ろうとして転倒。
夜間十分入眠出来ないためデイルームでほとんど過ごされており声掛けをしていたが、看護師が
目を離した時に転倒される。
車椅子から立ち上がり転倒
見守り不足。観察不足
車椅子から立ち上がり歩いた時に転倒した。
痴呆の患者、注意不足。
車椅子から立ち上がろうとしたとき転倒
四肢のシビレがある患者様が移動するときに起こった
車椅子ごと後方に転倒していた。
他患とのトラブルがあった模様。 その興奮状態が転倒の原因と考えられる。
車椅子でトイレへ介助。排泄に時間を要すので終了時ナースコール押してくださいと説明。車椅子
はトイレ前に設置し扉を閉じる。ナースコールにて訪室すると車椅子前に座り込んでいる。自ら座
ろうとしたら浅く座り落ちてしまったと。打撲なし。
車椅子でもゴソゴソしており、一人にしておけない為巡視の際に部屋を一緒に廻っていた。看護師
が女性の部屋の為廊下にストッパーをかけ、点滴を行っている間に車椅子の前面より転落してい
るところを発見した。車椅子にもどしバイタルなどを測定するも異常見られず。医師へ報告し様子
観察とする。
車椅子でリハビリに来ていたとき、目を離している隙に車椅子からずり落ちた。

現在リハビリ練習中で本人もできる気になっている

待合いのイスの配置替え ドア開閉時の注意換気（表示） 引き戸に改造
車イスのフットレストが上がっていることを確認してから移動するよう指導した。また、移動時は
ナースコールするよう指導した。一部介助・見守りで移動してもらう。
トランスファー時にはナースコールをしていただくよう指導の強化と、更なる工夫（ベッドサイドに
ナースコールをしてくださいと書いたボードを目立つように置く）
作業の途中で目を離さないことの検討
移動するときは一人で行わずナースコールで看護師を呼ぶように説明した。
車椅子使用時安全ベルト使用する。
患者がふらついた時にも対応できるよう介助の位置を考慮する 1人で支えきれない患者の場合
には､二人以上で移動する
介助方法の見直しを行う。
ナースコールを押していただく事とそばを離れない事の徹底
患者様の身体状況など理解し起こりえることを考慎重に行動すべき
意識して車椅子操作の確認や声かけを行っていくべきであると考える。そうした上で患者が車椅
子操作が不十分であれば看護師のほうで見守るなどし転倒を予防していきたい。
ベッド柵の収納スペースの活用。
瀕回な訪室トランス時に不安があるようならばナースコールを押すように指導
入眠できる環境をつくる再三の観察
立ち上がる危険のある方はテーブルの前に車椅子をつける
痴呆の患者さまに対する注意の検討
ADL確立していた人であっても入院中でありケアが必要
他患とのトラブルを避けるための環境調整とイライラなどの精神状態を改善できるよう対処してい
く
患者様への協力の依頼。説明の仕方。

左片麻痺はあるも右上下肢は力が強く車椅子の転倒が今までにもあったにもかかわらず、十分な 必ずスタッフの監視下においておく。 家族の協力を得られるように働きかける。
観察が行えていなかった。 他の看護師も転倒の危険性ある患者を介助していた為、看護師間で
の協力体制が十分に機能していなかった。 夜勤帯であり、看護師の数も少なくリスクの高い患者
を多く抱えていた。
柱の陰になっていて見えにくかったことと、他の患者に気を取られていた。
患者の状態に合わせ車椅子座位の状態をとる。 担当者がいないときは、他のスタッフが気を付
ける。 滑り止めのマットを装着する。
車椅子で移送の際対面より他の職員が患者を連れて移送してきたため数歩後退したところ、左手 病棟内のスペースに対し車椅子使用者が多い。 患者の認識力の低下と職員の予見が不十分で 認識力の低下については今後も常に意識していかなければならず、かかわる看護者の予見、回
が車椅子のタイヤに挟まり左第二、三指骨折する。救急外来受診しシーネ固定する。
あったことが重なった。
避能力は大変重要であり常に予見、回避できるよう細かな配慮が必要である。 患者を車椅子で
移送する際は体勢、四肢の状態を常に観察し、又、移送中にも手を車椅子の枠外に出す可能性
のある患者については、直接患者の手を車椅子の枠内で支えるなど固定して移送するよう指導す
る。
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具体的内容
背景・要因
車椅子で患者を自室トイレへ移送。排泄後も車椅子乗車のまま家族を過ごすことを希望し、乗車 患者と家族の意思を慎重した結果おきた事例です。 車椅子乗車中の安全ベルトの着用は家族
のままストッパーを掛け、退室。 その後、自室よりＮＳコールあり、訪室すると床に座っていた。
も患者も希望しなかった。
家族の話では、「後ろに寄りかかってリラックスしていたらお尻が滑ってしまい途中で支えたがもと
に戻すことが出来ず、そのままずり落ちてしまった。 その後、家族の方と二人で車椅子に乗車さ
せ打撲の有無を確認、「打っていない」という二人の証言により当直医には報告せず、様子を観察
した。
車椅子で座位保持中(本人の意思で座位のほうがFDがしやすく楽なため）右下腿下に敷いてある 患者の思いに気付くことができなかったため。
タオル（じかに座ると臀部が痛くなるため）を自己にて取る時にバランスを崩し車椅子ごと転倒す
る。
車椅子で自操出来る患者が、自室前の廊下で座り込んでいるのを発見。本人「寝ぼけて移乗時に 患者の車椅子操縦方法の問題
すべった」ということであった。外傷等なし 推定される影響は、転倒、転落による骨折等の可能性
あり
車椅子で転倒する恐れのある老人の患者（安全ベルト着用中）がテーブルに手をつき、ばねにし 常にデイルームにスタッフがいないという業務上の問題点。
て車椅子ごと転倒。 疼痛、腫脹なし。
車椅子トイレで排泄中終了したらナースコールを押すように説明し離れ、隣のダートルームで処置 昨日の入院であり患者のの把握が不十分であった 点滴で脱水が改善され患者は１人で歩行し
中物音がしたためトイレに行くと患者は便器に向かって尻餅をついているのを発見する ベットに た 高齢であった 廊下を歩いていた時点で転倒を予測し見守りが必要であった
臥床し主治医に報告。整形診察の結果、左大腿部頚部骨折の診断があり 牽引施行
車椅子トイレに介助にて移送する。トイレへは車椅子から自分でゆっくりと移動する。検尿があっ 入院初日であり、トイレの行動状況を把握していず一人にしてしまったため。
たが、「自分でとれるから大丈夫です」といい、とったら置いていくように伝えた。自分で移動せずＮ
Ｃすることを伝え「わかった」と答えた。ＮＣがあり他の看護師が行くとトイレと洗面台の間にうずく
まっており、介助で車椅子に移動した。ＶＳ変化なく、主治医に報告し経過観察となった。患者は右
膝の痛み訴えたが、以前よりあったということであった。
車椅子トイレより叫ぶ声が聞こえたので、かけつけると、トイレ内で壁と車椅子とにはさまれて座り 車椅子のストッパーがきちんと止まっているのか確認すれば良かった。 ズボンを半分おろした状
こんでいるのを発見。起き上がろうとするが、はさまっているため、身動きがとれず、看護師４人が 態で、移動するのは危険だろうということを本人が理解していなかった。
かりで起こし、車椅子へ移動する。 本人は車椅子に乗ってからズボンを上げようとして車椅子
に手をかけたら、車椅子が動いてそのまま倒れたと。見ると車椅子のストッパーはきちんと止まっ
ている、が、強く押すと動くため、甘くなっていた。外傷や骨折など何も見られないため、部屋へ移
動し、経過観察とした。
車椅子にすがった状態。足指骨折
患者状態観察不足。車椅子を目の届くところに置かない
車椅子にてトイレに半介助で移動．手すりつかみ姿勢安定していた．オムツを取りに場を離れた間 麻痺側への注意不足，バランスもとりにくい，車椅子移乗はじめてで不慣れであること， 看護者
にバランス崩し，ずりおちるように転倒．頭部は打たず，左肩を下にして床に座っていた．
の判断の誤り，アセスメント不足が原因．
車椅子にてトイレまで移動介助を行った。排便のため時間がかかると言われたので終わったら
観察不足 説明不足
ナースコールを押すように言い、他の業務を行っていた。その後、他の看護師がトイレで転倒して
いる所を発見した。
車椅子にて夕食摂取後にベッド上に臥床していただき、ゼグフィックスにて抑制をさせていただき、 抑制帯の鍵がきちんとできていなかった。 観察不足
その場を離れた。しばらくして病室の方から大きな音がした為に駆けつけると患者様が廊下で仰
向けになって倒れていた。外傷なし
車椅子に安全ベルト装着して、ナースステーション前で過ごしていた。物音で転倒に気づく。「トイ 時間ごとに排尿誘導していた。観察者の気の緩み。
レに行きたくて」
車椅子に移乗しロビーで気分転換を図ろうとしたところ､身体保持が不安定なため固定用の枕を 患者の側を離れた
準備しに部屋へ戻った所､患者が車椅子から転倒していた
車椅子に移動させた後、下肢に擦り傷 移動時に足のペダルにぶつけたか？
・手技の問題 新人のヘルパーに車椅子への移動のしかたを教えながら移送を行った際に、車椅
子の足のペダルに麻痺下腿をぶつけたか？ ２人で移動はしたが・・・・

改善策
緩和ケアにおける自由の尊重とリスク管理は大きな課題である 現段階では、頻回の訪室と安全
な環境整備を行う。

早めに声掛けをし患者様の思いに気づくこと
患者さんの車椅子操縦方法の確認 早朝時などはNsコールすることを進めた
スタッフが連携を取り、常にデイルームに誰かがいるように気をつける。
高齢の場合転倒転落の危険を予測しできり限り見守る 脱水の改善後が上がる事を予測する
トイレ時は一人にしないようにする。（トイレ行動自立が確認できるまで）

車椅子のストッパーがゆるくないかあらかじめ確認をとる。 自分で移乗できる患者でも見守りが
必要

夜間、車椅子はすべて目の届かないところに置く
車椅子への移乗がはじめてであったことから，注意力，傾向，性格，不十分な点を詳しくアセスメ
ントしたうえで注意深く行う必要があった．もう少し予測して行動にうつすべきであった．
排泄介助したときは終了までそばに居る
抑制をしたときはきちんとできているか再確認をする。
声賭け

身体保持が不安定な患者は転落の内容固定してから移動する。 側を離れなければならない場
合には他の看護師に依頼する
２人で注意しながら移動してもぶつけてしまう、 できれば車椅子の足のペダルが垂直になるだけ
でなく、 外側に曲がれば良いと思われる。 今後、車椅子を購入するときは検討しようと思いま
す。 又は、足ペダルに布を巻きつけるか検討中です。
車椅子に移動し、昼食のため病棟内の食堂へ案内した。食事が来るのを待っていたが、看護師は 転倒・転落リスクが高く注意していたが、観察が不充分であった 車椅子に移動した際、安全ベル 転倒・転落リスクの高い患者を車椅子に乗せる場合、必ず安全ベルトを使用する。
すぐ横のナースステーションにいた。 患者は食堂の洗面所で手を洗おうとして、自分で移動し立 トを使用していなかった
ち上がり転倒された。後頭部を打撲されるが、疼痛無く医師の診察後そのまま経過観察となる。そ
の後も異常はない
車椅子に座ったままテーブルの前に座っている状態で左前腕部の表皮剥離を発見した。
車椅子による移送時の前腕部の接触等が考えられる
移送時の観察・注意等の徹底
車椅子に座っていて床に転倒。左前額部を打撲。
車椅子で自力移動しようとしていたときの観察、注意が不足していた。
転倒の恐れのある患者を重点的に観察する。
車椅子に座っている患者様が気付いたら床に正座していた。
スタッフの数が少ない時間帯で目が行き届かなかった。 センサーを使用するようになっていた
センサーを必ず使用する。
が、使わなかった。
車椅子に座っている希望があり、ナースコールを手元におき移動時教えてもらうよう伝え退室。ヘ 観察不足 患者や家族の要因
筋力低下が著明に起こっていたため危険を感じ、本人その旨を説明したが、状況を本人が実感し
ルパーが配膳に行くと床に座っているところを発見する。ベッドに戻ろうとしてずり落ちたと本人よ
ていない。できる事は行いたい意思の強い方であり、本人の思いを尊重しながら、もう少し念を押
り。排尿介助の際、両下肢の筋力低下が見られていたため、今までより力がなくなっていることを
した説明をしていく
本人と話し、コールを押すように伝えたが、自分で動こうとし起きてしまった。
車椅子に座らせておいたら 床に正座していた。
業務手順。チェックの問題
車椅子乗車時安全ベルト着用
車椅子に座りダイニングで食事を摂っていたところ、トイレに行きたいと訴えあり、車椅子にて身体 わずかな間なら大丈夫だと思い込んでしまい、転倒の危険性があったのにその場を離れてしまっ 少しでも転倒の危険性がある場合は排尿中も付き添い、尿取りパットはベッドへ戻ってからするよ
障害者用トイレに行った。尿失禁あり、座位バランスまずまずだったため尿取りパットを取ってくる たため。
うにする。
のでその間動かないように説明し、離れた。30秒もかからず戻って来ると床に倒れているところを
発見する。本人に問うと頭と足を打ったと。明らかな外傷はなし。リーダーへ報告し、看護師２人で
車椅子へ戻し、ベッドへ帰る。主治医に報告し経過観察との指示あり。レベル変わらず、瞳孔異常
なし。バイタル測定し、以後ベッドへ横になってもらった。どうして動いたか問うと自分で車椅子に
戻ろうとして動いたと。
車椅子に乗せ、口腔ケアを終えて食堂に戻る時、患者の足をフットレストに乗せずに移動してし
フットレストをしていなかった。（フットレストに足を乗せていなかった。）
フットレストを必ずし、しっかり足が乗っているか確認する。
まった。 →足を付き前かがみの状態で、患者が倒れてしまった。 →両膝が少し赤くなり、額に内
出血をした。 →抱え上げそのまま本人のベッドに寝かせて、VS測定。膝に湿布を貼り、額は氷枕
でクーリングした。 →師長・Drに報告。 →Drから頭部CT、両膝X-pの指示が出た。 →CT, X-p
共異常はなかった。→１、２日の経過観察となった。
車椅子に乗ったまま下に落ちた物を拾おうとしたところ転倒してしまった。
観察不足
車椅子に乗ったままで無理な姿勢は取らないように説明した。用事がある時は看護師を呼ぶよう
に説明した。
車椅子に乗っていた患者様が、フットレストの上に尻餅をついていた。
テレビのチャンネルを変えようとしてバランスをくずしたといわれる。
連日単独行動が目立っていた患者であった為、スタッフ間で情報を共有して観察を密にする。単
独行動を見かけたその都度、危険性を患者に説明していく。
車椅子に乗ってトイレから出て、ドアーに掛けてある使用中の札を裏返しにしようと立った際に車 痴呆症状に加え、最近は下肢筋力がかなり衰え車椅子での移動がほとんどの状態であった。歩 車椅子に乗せて介助したスタッフが必ず最後まで見守りを行う。
椅子が動き、尻もちをつく。車椅子にはブレーキがかけられていなかった。外傷なし。疼痛なし。
行も可能な状況、見守りが必要な状態に対しての認識不足。
車椅子に乗り、食堂で食事を摂取されているときに車椅子からずり落ちた。
患者の状態が充分把握できておらず、車椅子からの転落のリスクが予測できなかった。
患者さんの情報を充分に把握し、危険度を予測し、車椅子乗車中は目を離さず傍で見守ることを
徹底する。
320

8052
8053
8054
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具体的内容
車椅子に乗車していたが、患者自身でベットに移ろうとしてずるずると滑りおちた。

背景・要因
頻回に訪室し、安全を確認して、５分後に起きた事例

車椅子に乗車して食事していた。終了後に自力で座ろうとしたのか床に座ってい。
車椅子に乗車介助時に、転倒する。
車椅子に乗車中の患者が、両腕を抑制されたままずり落ちそうになっているところを看護師が発
見する。患者は痴呆による問題行動があり、チューブいたずらをしたり、また体動活発で車椅子乗
車中に転落のおそれがあるため抑制していた。
車椅子に病室にて家人と面会中、家人が退室した間に車椅子からずり落ちているのを、同室者の
面会人が気付きナースコール。訪室時にベッド横に横たわっていた。打撲等の有無、バイタルの
異常なく医師によりベッドでの安静となる。ベッド柵を両サイドに設置した。

痴呆のある人であるが観察不足である。
患者移動時の方法の問題
・危険予測が不足していた ・患者の痴呆症状 ・見守りの不備

車椅子のブレーキの掛け忘れによる転倒
8057
8058
8059

8060

8061
8062
8063

8064
8065
8066
8067
8068

8069

8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087

8088

改善策
安全ベルト等の拘束用具を使用するレベルではないと判断したが、拘束用具を使用する方向で検
討した。
患者さまの行動チェックをしっかりする。
患者移動時の方法の検討
・両腕の抑制ではなく、安全ベルトで体を車椅子へ固定 ・患者の状態観察の強化

家人へ、患者様をひとりにしておくのは危険な為退室時は声をかけてもらうよう説明しておくべきで 家人（息子）退出後２、３分後のリスクであった。介助でベッドへ戻すが異常なく経過した。翌日家
あった。家人との面会中であると思い観察が不十分であった。
人来院時病棟で患者が一日をどう過ごされているかＡＤＬの面を含め説明。家人が面会終了し、
退室時前に患者を面会前に戻して欲しいことを依頼。不可能なら看護師にコールして欲しい旨を
説明。車椅子に移乗したら保護ベルトがしてあるか確認することをスタッフに指導。患者・家人にも
協力をお願いした。
車椅子のブレーキの掛け忘れ。
病棟内、シャワー室前廊下にて座り込んでいるところを発見。車椅子から立ち上がろうとしたところ
車椅子のブレーキがかかっておらず、尻もちをついてしまったとのこと。打撲等なし。主治医に報
告し様子観察となる。
他の患者の対応で気づかなかった。 定位置にいたので、立ち上がりはしないと思っていた。
患者が落ち着くまでは、病棟スタッフは院内デイケア室から離れない。
ＢＰ＝１４６／ 本人が立ち上がろうとして、車椅子のブレーキがかかっていなかった為転倒となった
十分な見守りが必要 不穏時、動き出した時は、見守り強化する。

車椅子の横で尻餅をついていた。
車椅子の音がして、食堂を見たら右側臥位に倒れていた。 臀部の痛み （＋）
８０ Ｐ＝６６
車椅子の患者の食事介助中、患者の体位を整える際、患者の右手に表皮剥離を発見。処置をし 患者一人にした。車椅子のストッパーをかけていなかった
ようと回診者を取りに行っている間に、患者が車椅子より転落。仰向けに倒れていた。意識レベル
ＯＫ。バイタルサイン測定。嘔気頭痛なし。看護師３人でベッドへ戻しその後当直医・主治医に報
告。
車椅子の足掛けに足を乗せた状態で、ベットにうつ伏せになっている。車椅子も前に傾いていて危 以前から見られる行動で、車椅子に乗る時に足掛けに両足を乗せてから腰を降ろしている。その
険な状態である。
都度声かけしているがご本人は聞き入れず危険性を理解されていない。
車椅子フットレスの間に挟まっている
時間おきにトイレ誘導が必要
車椅子ベルトを着用して、患者を食堂で１人にしていた。 →数分後患者の方を見ると、食堂の床 “ベルトをしていれば安全”という思い込みが強かった。 この患者は、ケアステーション内の物品
に尻餅をついていた。 →ベルトは外れて車椅子にぶら下がっていた。 →音はほとんどしなかっ を色々探る事がある為、食堂で１人にしてしまったのであるが、この事も反省する点である。
たので、自分からずり落ち、もしくは座り込んだように思われた。 →車椅子に座らせ、確認したが
異常は無かった。 →看護師に報告。（BP 110/67, P 93）経過観察とした。
車椅子へ移動したが、身体が傾いていたので後ろから患者様の身体を起こそうとした。介助時左 無意識に左上下肢を動かされる患者様であった。 注意が足りなかった。
手背を車椅子の一部に引っ掛けてしまいびらんを形成してしまった。医師に報告し様子観察となっ
た。
車椅子へ移動する際ふらついて転倒
Dr指示にて血圧低めで薬を服用、その後の安静度について説明不足
車椅子へ移動介助時、打撲し皮下出血する
ベッド移行時の見守り、配慮の問題
車椅子より、介助でベッド移動した。ベッド柵付け忘れで患者様がベッドよりずり落ちた。
車椅子よりベットに移動時、2人で介助したが相手の介助者が、患者をきちんと保持しないまま先
に移動しようとし患者の体が下にずれ落ちそうになった。
車椅子よりベッドへ移乗しようとしてベッドと車椅子の間にずり落ちて大声を出している。（同室者
が車椅子を押してきて、一緒にベッドへ移動しようとしていた）「自分で移ろうとして・・・」「私が悪い
そ、この人が好意で手伝ってくれたそ」「ごめんね、ごめんね」と自分で移らないようにゆっくり説明
するが、悲観的になられる。一般状態安定 T＝36.6℃ R＝平静 P＝72整 血圧
100/60mmHg。背部外傷なし、嘔吐・めまいなし、夜勤者に申し送る
車椅子ヨリベットへ移動介助の際、患者が左手でマーゲンチューブを引いてしまい、10ｃｍほど抜
けた
車椅子より一人で立ち上がり、前方へそのまま転倒。その際食堂の洗面台にて顎を打撲する。血
圧１１７－７２であり、他に外傷、打撲はなかった。意識レベルの低下もない。
車椅子より転落
車椅子より転落されていた。
車椅子より立ち上がり廊下を歩行中足元がふらつき、転倒される。
車椅子を使用されている患者様が階段を降りていると他患者様が叫ばれている。すぐに駆けつけ
ると車椅子を階段の手前におき、下りかけているのを発見する。手すりにつかまって歩いていたの
で無事故であった。ご本人は、餅つきに行こうと思ったと言う。
車椅子を用いた歩行訓練中に転倒した。看護助手が付いていたが、患者を支えられる位置にいな
かった。
車椅子移乗後、下肢の爪より出血していた
車椅子移乗時、表皮剥離する
車椅子移送の患者。立位での撮影指示であったため、立って撮影。撮影後座り込んでしまった
車椅子座位にて治療の順番を待ってもらっているときに胎動激しく、点滴の接続がはずれた。 直
ちに看護師を呼び接続してもらう。
車椅子乗車しダイニングルームで昼食を待っていた際、 前方に倒れ車椅子から落ちる。頭部打
撲はなし。

うっかりミス
介助者どうしの連携不足

車椅子患者は一人にしない。車椅子使用時の確認事項を遵守

患者様の指導の徹底をする。
トイレ誘導を気を付けて行う
夜勤のときに、患者を食堂で１人にしない。

移動時は介助者２人以上で介助を行い移動する。
車椅子へ移動する際は付き添うようにする
ベッド移行時は本人さんの状態に合わせ、見守りしたり、車椅子をベッドより離したり配慮が必要。
帰室される姿をみたら、見守り・介助を行う。
確認をする。
相手の介助者に声かけ確認し、移動するようにする。

・自分で移乗しないように説明を行う・スタッフが気を付けて移乗を行う・他患者に移乗されないよ 説明。スタッフが気を付けて介助を行う
うに注意する

患者の左手の羽芽期を十分注意していなかったことによる

患者観察の基本ルールを遵守

帰宅願望があり、精神的にソワソワした状況であった。

帰宅願望が強いときは、必ず職員が付き添い、関わる。

確認不足
観察不足
観察不足
病棟入り口に設置されているチャイムが鳴ったら監視カメラのモニターをチェックすべきであった。
車椅子の患者様もお連れする予定であったが、患者様は、連れて行ってもらえないと思っていた
様子。介助を要する患者様も後から餅つきにお連れすることを事前に話しておくべきであった。
歩行訓練中の介助位置に関する指導・教育不足

床頭台や動くものにつかまらないよう説明
きちんと観察する
立ち上がりや歩行の際は必ず見守る
患者様が車椅子で移動中もよく行動観察し、モニターのチャイムが鳴ったときも注意し、誰が出入
しているのか確認する。
介助の際の留意事項に関する教育を徹底する

移乗時注意 靴下を履いていただく
確認不足・観察不足
思いこみ（患者が立てるといったことをそのまま信じた） 。観察不足
他の患者を治療しながら観察していたため、対応が不十分であった。

靴下を履いていただき、皮膚の保護をする
長いズボン・ハイソックス等で保護して移乗する
患者の言葉ではなく実際の観察が必要
理学療法士が直接携わっていない時の患者さまの（特に痴呆を伴う方）観察の徹底

車椅子に乗車すると前に伏せることが多い患者だったが、テーブルのところに連れて行かず、車
椅子にテーブルもつけていなかったため、いつものように前方に伏せた際、車椅子から落ちてし
まった。
車椅子乗車して自室でテレビを観覧中、「姿勢を直そうとして車椅子からずり落ちた」と患者さんは 入院３日目であった。患者状況を観察する必要あり
言う。打撲などなし
車椅子乗車し昼食摂取する、その後体の位置を直そうと思い車椅子よりズリ落ちる。
脳梗塞により左マヒである事を忘れている様である。体位は車椅子に深く座っていた。「体の位置
を直そうと思い」車椅子よりズリ落ちる。会話にズレが時々ある。
車椅子乗車し病室のドアを開けようとして足に力が入らず前のめりにずり落ちた
筋低下のため起こったと思われる
車椅子乗車にてテレビを過ごしていたが 本人の様子を見ながら他の部屋廻りをするも変わりなし 電話を掛けに行こうとした時に転倒する
再度訪床すると床に膝を付いた状態であるところを発見する
車椅子乗車にて夕食を摂取していただく為にセッティング夕食を配膳しその場を離れる 患者自ら 転倒等考えられる患者の持ち場を離れた
ナースコール訪床にてベッドサイドにしゃがみこんでいる
車椅子乗車中，自分でベッドに戻ろうとし，バランス崩し，後頚部を柵にぶつけながら，左胸部を下 患者の病識の欠如，麻痺側への注意不足，空間無視など． 看護者の観察不足．
にして転落した模様．左胸部痛みなし，呼吸状態安定．意識，麻痺レベル不変，頚部痛なし，VS落
ち着いている．
車椅子乗車中、患者が疲労の為ベッドに戻った。自己にてポータブルトイレには移動できていた為 自己にてポータブルトイレに移れると思いこんでいたことが間違いであった。
足元のベッド柵はしていなかった。 同室患者から転落していると言われ、訪室すると布団とともに
ベッドからずり落ちた様子で床に座っていた。 バイタル不変。疼痛なし。
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車椅子に乗車した際はテーブルのところに連れて行く。もしくは車椅子にテーブルをつけるよう徹
底する。
観察の強化
安全ベルトやスベリ止めが必要である。
ナースを依頼するよう伝える
家人不在時果詰所で過ごしていただく 部屋にいる時は皆の目が行き届くようにする
持ち場を離れない
夜間より，頻回に見守り，監視下で車椅子乗せたりしていたが，目が離れたすきに転倒したため，
できる限り，頻回な観察をしていくしかない．
日中は必ず看護師の目の届くところで過ごしていただく。車椅子乗車時には抑制し、転倒を防いで
いく。
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具体的内容
背景・要因
車椅子乗車中、自ら立ちあがろうとし、右側から床に転倒した様子。
職員の配置不足。 多忙業務。
車椅子乗車中、床頭台へ脚を掛け、車椅子ごと後ろへ倒れ、後頭部を打撲する。打撲後腫脹無。 観察不足と患者への配慮不足
ベットにいる間、柵に足を出していて危険なため、車椅子へ乗車させたがその後、看護助手が自
室へ戻ってきてからおきてしまった。車椅子に乗車させたままナースセンターで経過観察となる。
車椅子用体重計に乗る手前、足を滑らし支えきれず転倒された。
体重計を準備した後、患者様を支えきれず転倒してしまった。体重計周囲の床は濡れたりしてい
なかった。最近ご本人もブレーキのかけ忘れがあり、注意力も薄れていた。
車椅子脇、トイレ床に横になっているところを発見。
深夜車椅子で徘徊を繰り返すため見守り強化していたが、監視体制に不備があった。
借り物器械の到着時間の伝達が上手くいかず、本日の4時と翌日の4時との時間伝達違いで、手 借り物器械の到着時間の伝達が上手くいかず、本日の4時と翌日の4時との時間伝達違いで、手
術を延期しなくてはならない状況になった。台風の影響で東京から器械が届くので時間が非常に 術を延期しなくてはならない状況になった。
かかると言われた。１３時頃、夕方に器械が到着する電話がかかり、担当医師と麻酔科医師に報
告し予定通り行うこととなった。
主采に紙片が混入していると連絡があり、直ちに現物を確認、不手際を謝罪し、代替品をお持ちし 盛り付けの間違いを防止するための「メモ」をクッキングシートと天板の間に差し込んでいたのだ
た。
が何らかの手違いでメモが付着した魚を盛り付けてしまったと思われる

改善策
職員不足時は、職員間での声掛けを必ず行う。
頻回に観察することにする。
声かけし車椅子から体重計に乗るまで安全にゆとりを持ち移動できるように考慮できればよかっ
た。安全に移動できるようご本人にも車椅子動作についても指導していく。
巡視体制の強化。
明日、翌日とではなく、何日の何時と確認する。復唱する。

メモの差込を直ちに中止。食材別、グラム別、調味別の天板を設けると同時に調理、冷却、盛り付
け時の異物チェックを徹底する。 人体に無害なマジックを用いてクッキングシートや、ホイルに直
接書き込みをする方法等検討中
配膳時に確認しながら作業する
布ふきんの使用を中止した。
ベットから離れる際は、必ずスタッフに声をかけるよう説明する。

主菜のてんぷらの上に毛髪が付着
主菜を入れたお皿に糸くずのような異物が混入していた。
主治医、当直医に上申し、頭部CT施行。転倒に伴う異常所見認めず、経過観察。その後、血圧１
６０mmHgまで下降し、臀部痛が増強することもなく、状態が安定する。
主治医がｶﾁｰﾌN処方。ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙが処方されてきた。

確認不足
配膳車を拭くときの布巾がほぐれて台車に絡まったものがお皿に落ちてしまったのではないか。
看護師が配膳中に患者が一人でトイレ歩行をし、様子観察が不十分だった。

主治医が形成外科受診を認め事務に依頼をしたが、誤って違う科の手続きをしてしまい受診がで
きなくなった。
主治医が包交中、持続硬膜外注入中であったチューブの自然脱落に気づいた。（テープは固定さ
れた状態であったが、チューブのみ抜けていた）硬膜外チューブよりの持続注入はそのまま中止と
なった。
主治医と面談中に娘より11日入院後17時30分ころ看護師が部屋で「あんただけをみるわけには
いかないの」「何かあったらナースコール押して」などと強い口調で言われた。入院していて安心出
来ない、すべての看護師がそうでないと思うがそのような環境におく事には不安があると・・・14日
家族に今後この様なことがないように謝罪し師長が15日謝罪する旨を伝える
主治医により8時からギャッジUP90度にされていた。患者本人はうとうとされていたため、日勤に
なってからも20、30分おきに観察にいっていた。両手抑制していたが、柵を持って体をずらしたりす
ることはしょっちゅうあったため、抑制をし直し、柵をにぎれないような位置に直していた。9時30分
に訪室時も同じ体制でうとうとされていたため、注射の準備をしていた。9時50分部屋に行こうとし
たところ、レスピレーターのアラーム音がしており、訪室すると、両手で柵を握り締め、体がずれて
しまい、気管カニューレが抜けていた。Spo2モニターも外れていた。ナースステーションにいたDrを
呼び、新しくカニューレを挿入。Spo2や換気量、肺のair入りなどDrとともに観察。異常ないため、経
過観察となった。
主治医に報告。
主治医に報告。アレルギー症状はみられず、引き続き経過観察となった。
主治医に報告し、ルート自己抜去あるため中止となった。患者に説明したが、認知症が強く理解不
能であった。

情報連携の確認

どの科に受診となっているか充分に確認し、伝票も確認する。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

・硬膜外チューブの固定状況を、各勤務帯で確実にチェックする。

ｶﾁｰﾌＮ、ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙはシートの色が同じで大きさが微妙に異なる。 しかも両方とも赤い遮光の色で ２剤は段の異なる同じ列に配置されていた。 色で判断してしまうと取り間違えが起きやすい。 配
視覚で 取り間違えが起きやすい。
置の場所を変更する
主治医が記載した血液型が検査結果と異なっていた。問い合わせたところ、主治医が多忙を理由 患者が血液型を誤って記憶していることは少なくない。
院内では、アクシデント防止のためのダブルチェックとして、血液型は主治医が自ら簡易検査を行
に、簡易検査を実施せずに患者さんが申告した血液型を検査用血液の試験管に記載していた。
う決まりになっている。ルールの遵守が必要である。

患者が不穏であったので、転倒など防ぐため、部屋にポータブルトイレをおきナースコールをつけ 接遇についての勉強をする。
て説明したが、家族には不安を与えてしまった
長期レスピレーター管理患者であったが、レスピレーターのウイニング中で、意識レベルがはっき 家族にDrより説明をしてもらった。その上で抑制を強化した。また、できるだけ家族に付添ってもら
りしており、苦痛が強かった。両手の抑制をしていたが、腕に力があり、柵を持って体をしょっちゅ い、患者の精神安定をはかっていくこととした。
うずらしていた。ギャッジUPされていたが、20～30分おきにしか訪室することができなかった。

ルートを接続したと思い込み、滴下し始めてしまった。
調剤後の確認が不十分であった。
他のことに気をとられていて、点滴準備後の確認が不十分だった。

主治医に報告し、頭部CT施行、所見なし。レベルクリア、外傷なし。Drより家族に状況説明の電
他の患者のナースコールに対応していた際、目を離してしまった。
話。１週間後、フォローアップのCTを予定。
主治医に報告し、未実施の点滴は中止となる。患者の状態に異常みられず。
患者が午前中不在になり、午後点滴の確認を忘れてしまった。
主治医に報告後、セレネース１A＋NS５０dripとドルミカムivにて鎮静をはかった。
安静度を守れない恐れがあったにもかかわらず、目を離してしまった。
主治医の指示でユナシンの抗生剤テスト（ー）でありオーダーノートにユナシンと記入されていた。 抗生剤テスト情報の確認ルール
回診Drの入力が間違ってフルマリンになっていた。フルマリンのオーダーであったため抗生剤テス
トをしているものと思い込み患者に投与。点滴終了時、抗生剤の入力指示が間違っていることに
他のナースが気づいた。
主治医の指示で本患者のワーファリン錠の内服について８日から10日の3日間のみ朝食後１錠内 ・事故管理中患者への内服薬当の変更時、口頭説明だけであっ た。 ・看護師、医師とも口頭
服から朝食後２錠内服への変更があった。患者は自己管理内服中で、口頭で説明を行い、与薬 説明であった。 ・患者が説明を行ったことについ理解をしたかどうか確認を行っ ていない。 ・
係りへ残薬の整理を怠らぬよう指示した。しかし、患者は10月11日もワーファリン2錠を朝食後に ワーファリンの効能等について、関わった看護師が十分に把握 できていなかったため、患者へ
内服したと言われ、誤薬が分かった。
十分な説明ができなかった。
主治医は「前医分と一部変更あり。終了後下記を開始」と記載し処方の指示が出ていた。遅出業 ・指示を受けたとき、何が変更されているのか十分確認しなかった。（薬名・開始日・量など） ・薬
務の当事者が、何が変更されているのかに気づかず、ノルバスク２錠１×から１錠１×に変更のと を患者に渡すとき、前の袋（２錠１×の分）に新しい処方分を、照合せずに入れてしまった。 ・「前
ころを、２Ｔ錠×のままで指示受けしてしまった。薬局から上がってきた薬袋に内服方法が記載さ 医分と一部変更あり。終了後下記を開始」と主治医のコメントがあったが、わかりにくかった。
れているのにも気づかず、薬名のみ確認し、患者の所へ持って行き、前の袋（２錠１×の分）へ入
れた。患者が処方の切れ日より早くノルバスクがないと訴え、担当の看護師が発見した。主治医
は血圧が低下していた為、減量の支持を出した。血圧の低下は認められなかったが、症状（眩暈、
ふらつき等）の症状が出現する恐れがあった。
主治医より、外泊時にリザーバー抜去部後マルチフィックスで保護するよう口頭でリーダーと担当 土曜日でスタッフの人数が少なく多忙だったため、指示受けした看護師が近くにいなかった。
看護師に指示があったが、点滴終了時に他の看護師が抜針したためその指示が伝わっていず通
常通りデルマポアを貼って外泊させてしまった。
主治医より、受け持ち患者の指示を受けるも、不明な部分があったが、Ｄｒには確認せずリーダー 思い込み教育不足
にそのまま報告した。本日の３本目にいくメインの輸液はＣＰ入力されているＳＴ１ 500ｍｌ+50％Ｔ
Ｚ20ｍｌがいくとリーダーに誤って報告し、リーダーから何度かＴＺ入りのＤＩＶが今日から行くのかと
確認されるもそのままいくと答えてしまった。午後になってｃーｐの画面を確認した所本日はＳＴ1
500ｍｌの３本ＫＥＥＰであり、ＴＺ（50％）入りのＳＴ1は明日からｄｒｉｐ開始と気付く。自分にて指示板
と照らし合わせ、ｃーｐの入力画面が正しいと気付いたがリーダーに特に報告しなかった。16：00に
なってＤＩＶ更新時になるも私は他患者の処置に入っていた為リーダーがＤＩＶを更新したが誤った
報告をしたままだったので患者様にＴＺ入りの誤ったＤＩＶがｄｒｉｐされていた事が夜勤者への送りの
際気付いた。曖昧な報告をした事やわからない指示をリーダーに相談せず解決しようとした事が
問題だったと思われる。
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接続する際、「接続よし」などと、声かけをしながらルートをつなぐようにする。
点滴チェックは確実に２人以上で行う。調剤前後にも確認を行い、薬液の色等の確認も行う。
点滴の準備後、再度指示箋と準備後の点滴を照らし合わせ、確認をする。施行後も、指示箋と患
者さんを元に点滴終了の確認をする。スタッフ２人で声かけして確認する。ラウンド用のワゴンに
持ち歩く。
セデーション使用時に限り、胴体抑制を考慮する。四点棚にする。看護師の目が離れないよう注
意していく。
患者の情報を把握し、処置・点滴忘れはないか、つねに午前・午後とチェックをする。
目を離す時は、必ず他の看護師に声をかける。
入院時に入院指示とオーダー入力を確認して確認した人が指示表にサインを入れる。

・自己管理できている患者であっても患者の理解度の把握をその 時々で、確実に行う。 ・患者
へ口頭への説明だけでなく、紙面に分かりやすく記載し説 明を行う。 ・ワーファリンの効能を把
握した上での関わりをする。 ・与薬に関わるスタッフへの申し継ぎを行い、情報が途絶えない 体
制をつくる。 ・内服変更時の患者への説明用紙を作成する。
・指示を受けるとき、何を変更されたか十分確認する。 ・患者のところへ持って行き、薬袋を前回
分・今回分の内服方法・量を照合した上で、補充する。 ・医師へ変更の内容を一部変更だけでな
く、明確に記載してほしいことを依頼。 ・遅出業務が指示を受けて内服を渡すというシステムで
は、患者状態が十分把握できず、ミスが出ると言うのであれば、遅出業務の内容を見直しする。
・その日の担当看護師も指示が出ていれば、出来るだけ担当者が受ける。すでに受けてあった
ら、内容を再確認する。遅出に任せきりにしない。
決定事項：担当者以外が対応する場合は担当看護師の必ず確認する。指示がある（マルチフィッ
クスを使用するなどの特別な場合）は指示のものを置いておく。担当看護師は点滴終了時間等に
配慮し対応する。
指示確認マニュアルの徹底

8115

8116

8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125

8126

8127

8128

8129
8130
8131
8132

8133

8134
8135
8136
8137
8138

8139

8140
8141
8142
8143

具体的内容
背景・要因
主治医より電話にて点滴の指示あり、看護師Ａが臨時伝票に記入し準備を行う。本来フィジオ３５ 点滴を準備した看護師と実際に施行した看護師が違う事。 ダブルチェック、実際に施行する時の
５００ｍｌ＋ヒューマリンＲ１０単位のところ、ヴィーンＤ５００ｍ＋ヒューマリンＲ１０単位を準備。その 確認不足。
際看護師Ｂとダブルチェックを行うが点滴の種類を確認せず、ヒューマリンＲ１０単位のみを確認し
混入した。点滴にルートを接続し伝票とともにバットに準備した。看護師Ｃに穿刺を依頼。点滴に記
入した名前とインスリン混入の有無と本人を確認し、穿刺した。
主治医より糞便検査の報告書が○月２２日となっているが、検査日は△月６日なのでどこからこの 採便日は△月６日であったが、伝票は入院時の伝票が保管してあり、気付かずにこの伝票で検
伝票が出てきたのかと指摘を受けた。結果もヒトヘモ＋であった。
体提出したと考えられる。

改善策
マニュアルに添った正しいダブルチェックを行う事 準備から点滴施行まで同じ看護師が責任を
持って行う事

検査指示が出たら、速やかに提出する。当日提出出来なければ翌日に申し送りをする。 排便が
無いときは患者様の状態を考慮し、主治医に報告し指示を受ける。 提出時、検体容器と日付を
チェックする。
主治医より喀痰採取の依頼あり。採取し看護室の冷蔵庫に保管。採取したことを主治医へも報告 検体を一時的にでも冷蔵庫に保管することをやめればよいのでは…。また、主治医も自分でグラ 検体の冷蔵庫保管はやめさせる。また、翌日冷蔵庫チェックをする。
しなかった。翌日思い出し主治医へ連絡、検査室へ提出した。
ム染色する予定で至急の指示を出したのだから、看護師へ確認するべきだろう。 検査室でも、指
示はオーダリングで飛んでいるのだから、検体未提出の連絡をよこしてくれもいいだろう。
主治医診察訪室時、点滴が減っていないと指摘あり、ポンプをあけルート確認をした際溝にライン 点滴業務手順確認
持続点滴中、ポンプ使用する際手順を確認する。ポンプを過信過ぎない。
がしっかりセットされていなかった。患者異常なし。
主食のパンとパンの間に小さな虫が入っていた。患者が1枚目を食べた後に発見した
不可抗力
業者に報告し対応策を検討してもらう
主食全粥300･gの患者にもかかわらず、麺メニューであった為、半量（150･g）の粥を出してしまっ 業務手順、チェックの仕組みの問題 思い込みで粥を入れた。麺類禁止の食札の確認をしなかっ 麺メニューの時は主食が半量になるが、粥担当者は、麺以外のメニューの患者がいないか事前に
た。患者に嫌な思いをさせてしまい、食事を食べていただけなかった。
た為におこった。
チェックをして、最初から最後まで一人の人が責任をもって担当し、最終点検者と一緒に二重
チェックをする。
手関節撮影で、左右の伝票指示間違っていた。
医師の確認不足
医師の確認
手関節撮影において、シャーレをはずさずに撮影。もう一度、はずして撮影。
確認不足
確認
手元にある注射伝票と薬剤を持ち薬剤を接続した。しかし薬剤と名前を確認せず思い込み間違っ 与薬時のルール確認を怠った事で、患者間違いが発生した。 連日抗生剤投与があったため、今 与薬時のルールを再確認し、確認項目を確実に行っていく。 処置が重なり、心にゆとりがないと
て別の患者の抗生剤を投与した。
日もあるという思い込み。 同じ時刻に処置が重なった事で、気持ちにゆとりがなかった。
きは、一度気を落ち着かせて、心にゆとりを持ち与薬していく。 毎日しているという思い込みはせ
ず、指示票を確認し施行していく。 誠実な態度で患者に接する。
手指撮影時、診療科の入力を間違えて入力した。フィルム整理時に発見、書き直して提出した。 確認不足
入力時の確認
手術（大腿骨骨折観血的整復術）はミスではなかったのか、との問いが外来診療中に患者より
術者はすでに退職。４月より整形外科の医師は完全に入れ替わっており、当時を知る医師は勤務 患者の現在の状態から、手術ミスの可能性があるようである。現在勤務している医師から本人へ
あった。左外反膝となっているための痛みである、骨折が変形して癒合しているため、と説明。
していない。その医師は、かなり強引なところが多々あり、この手術自体も無理に行なっていたこ 直すなら手術で、その内容を説明済。しかし、年齢・骨の状態からこのままの方がいいのでは、と
とが推測される。
も説明済。本人と家族で相談することになり、もう少し様子をみることとした。手術ミスに関しては特
に返答していない。
手術オーダー画面の手術部位の方向が間違っており、病棟、手術室も確認していなかった。が、 手術室で、意識のはっきりしている患者さまには口頭にて部位の確認をすることになっているが、 術前訪問時の患者さまの直接確認を確実に行う。手術ホールにて患者さまの名前確認をしている
主治医は患者さまと事前に確認しており、問題はなかった。
確認していなかった。術前訪問が出来る場合は患者さまに直接部位の確認をすることになってい ので、その時に一緒に行う。病棟からの申し送りも間違っていたため、病棟での確認方法を確認し
るが確認していなかった。(担当者と術前訪問者が異なる)
てもらうよう依頼した。
手術が2件目以降は、手術時間および麻酔の前投薬の時間を、手術室から、病棟に連絡しないと うっかり忘れた。
手術時間を連絡するときは、麻酔時間も一緒に連絡するようにもう一度確認。
いけないのに連絡を忘れる。入室15分まえに病棟からの問い合わせで忘れていたことがわかり、
その時点で前投薬を施行し手術室に定時刻に入室した。
手術が終了し、機械卓子を中央滅菌室に返却したが、ボックスプレートが１枚不足しているとの連 術前術後の員数点検不備 術前に３回員数のＷチェックを行ったが員数はそろっていた。術中に 閉創する前に全ての物品に対しての員数点検を必ず行う様に徹底する。
絡が入った。医師に報告して患者の術後のレントゲン写真を確認してもらったが創部の残存はな プレートが使用済みになったので一旦、残数の確認をしてプレート入れの蓋を閉じた。その後再度
かった。
ドライバーが使いたいと言う事でドライバーのみ取り出し使用したがその後の員数点検は行わな
かった。）
手術で使用した胆嚢ゾンデに錆が付着していた為、錆除去剤の液に侵漬した。液に浸す時間が長 中央材料室を離れる用事ができた。その際、近くに他のスタッフがいなかったため、何も伝言せず その場を離れる際、器材を一旦錆除去剤から出すべきだった。
かった為一部のメッキが剥がれた。
にその場を離れてしまった。
手術に使用する機械の準備段階で、乾燥していない器械を発見したため乾燥機に入れた。そのま 確認不足
器械の不足があった場合は、器械をセットせず、乾燥等の処理が終わってから、点検表で確認し
まセットするのを忘れ滅菌してしまい手術中に不足に気が付く。高速滅菌を行うが手術時間が２０
ながら準備する。
分遅れた。
手術に伴うレントゲンを同姓の患者のものと間違えて搬入してしまった先生が気付かれたが手術 名字だけ見て思い込んでしまった
中のレントゲンなど点検する。落ち着いて姓名を確認する
に及ぼす影響は考えられた
手術のため○/3よりバイアスピリンを中止するよう外来で説明を受けていた。翌日入院時、本人と 薬剤管理とチェックの問題
患者の情報を鵜呑みにせず必ず薬剤部で鑑別してもらう。
家族よりその旨の報告を受けた。調剤薬局で薬を抜いてもらったと言われ薬手帳も提示された。
薬は自己管理としたが、実際は中止になっておらず服用していた。
手術のためベッドからストレッチャーに移る際、ベッドを少し移動させた後、ストッパーを忘れた。
確認不足
ベッドのストッパーを確実に行う。基本の移動の際の注意事項を守る。
ベッドにストッレッチャーを横付けし、患者がベッドからストッレチャーに移ろうとした際に、ベッドが
動いた。家族と看護師2人が支え転落せずにすんだ。
手術のため体重測定を行った。寝たきりの患者様であり、スケールベッドにて測定する。体重を手 看護師の確認が不十分であった。 体重測定を行った看護師が記入をしなかった。
体重測定を行った時点で手術前チェックリストに記入を行う。
術前チェックリストに記入したつもりでいたが、実際には未記入であり、手術室にて誌定期を受け
る。カルテを見てもどこにも記入が無く、患者様に確認し体重は分かった。
手術の患者の爪にマニキュアが塗られていたことに気付かず、また、患者に確認することなく手術 確認不足
注意・確認の徹底
室に搬送してしまった。手術室看護師より指摘され気付いた。
手術の間接介助についていたが、ドレーンを留置したことを把握しないまま、病棟看護師に申し
術中の観察不足。ドレーンの請求がなかったので留置していないと思い込んだ。医師・直接介助 術中・術後の観察を行う。直接介助の看護師はドレーン使用の情報提供を行う。
送ってしまった。
者との連携不足。
手術の器材を間違えて準備してしまった。似たような手術で、少し器具をたしことなく手術は施行で 確認不足
器具展開直後にもう一度手術申込リストと照らし合わせ準備する
きた。
手術の準備で器械出しを行なっている時、ガーゼカウントをしている途中で、ガーゼを１枚医師へ ガーゼカウントを終了する前に医師へ１枚渡したこと 医師がガーゼカウントの作業を中断させた ガーゼカウントの際は作業を中段しないように周りの者が気をつける ガーゼカウントが終了する
渡した。そのため１枚は不潔ガーゼとしてカウントしたが、OP終了時の点検の際ガーゼ枚数があ こと
までは医師に渡さない
わなかった。 医師へ報告し、閉腹後レントゲン撮影しガーゼ遺残はないことを確認した。
手術の直接介助中、ツッペルが１個不明になり、腹腔内を探し、発見された。
直接介助中、医師に「ツッペルを落としたかもしれない。」と言われたが、その場で最後まで確認せ 指摘されたら後回しにせず、すぐその場で対処し確認すること。
ず、直介者交代時のカウントで、ツッペルが１個不足と言われ思い出した。言われたその時に確認
しなかったことは、マニュアルの遵守ができていないこと、点検確認不足が問題である。
手術の途中でメスクリーナーがなくなっている事に気付く。床、術野を探すが発見できず。外のゴミ 洗浄が１４００ｍｌで多く、術野が濡れ易くメスクリーナーがはがれやすい状況であった。手洗い看 メスクリーナーを、ガーゼと共にカウントする（ダブルチェック）。 カウントのないものに関しては、
袋や使用ガーゼの中を探したところ、使用ガーゼを１０枚にまとめくるんでいたものの中から発見 護師、外回り看護師共に多忙でメスクリーナーがはがれたことにすぐ気付かなかった。 ガーゼを 器械カウントと共に手洗い看護師が責任を持って行い、外回り看護師に報告する。 メスクリー
する。
ゴミバケツへ入れるときガーゼをカウントする時に、メスクリーナーが付いていることに気付かな
ナーの存在を意識的に確認する。 メスクリーナーがはがれやすい状況にある時は、はがして器
かった。
械台にひきあげておく。
手術依頼伝票が所定の場所になく手術の予定が入っていなかった。
決められた手順が守られていなかった。
手術依頼伝票の取り扱いについて手術室看護師全員でカンファレンスし確認する。
手術応援の外来ナースが手術後の片付けの際、麻酔器の蛇管をディスポ製品と思い込み廃棄し 新規配属者への教育及び業務分担の問題点
医療器械取扱い方法についての科内研修。応援者業務に係る主担当者からの指示確認。
てしまった。
手術開始時器械カウントを行ったが針カウントは行わなかった。 手術中針を付け替える時１本針 針カウントの業務手順が守られていない 外回り看護師 受け持ち看護師への報告確認の方法 二人以上の看護師で針カウントの実施をする（器械出し時 手術開始時 手術中 手術後のカウ
がないことに気づいた。手術終了時医師に報告し患者に術後レントゲン撮影･確認が必要となっ
ント）
た。体内遺残なし 手術終了後ゴミ箱の中も探したが見つからなかった。
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具体的内容
手術開始前の体位固定を行う際に、ルート類の整理、屈曲のない事を確認していた。手術中、当
初は尿流出あったが、途中から、流出見られなくなり、利尿剤を投与するが反応なく、麻酔医がド
レープの下に手を入れ確認すると、ルートが完全に屈曲していた。屈曲を直すと、再び流出が見ら
れた。手術終了後ドレープを外すと尿の漏れが見られた。
手術患者（外来）を受け入れてデータの点検をした時に他の人の検査伝票が入っていた。
手術患者に、術前にワソランを内服させてしまった。
手術患者の申し送りを受けたが、その時に手術同意書があるかどうか確認していなかったが、術
中カルテを見ていたら、手術同意書・輸血同意書ないことに気がつき、病棟に確認の電話を入れ
た。同意書は、医事課に送られていた。
手術患者の担当で、他の看護師と注射箋をダブルチェックし、抗生剤あることも確認していたが、
手術前 の抗生剤を投与し忘れ手術室出しをしてしまう。他の看護師に「抗生剤したよね」と言わ
れ気付く。直ちに手術室へ持参し手術科長に報告し対応をお願いした。
手術患者の鼻腔MRSA検査で陽性がでた。発見日の6日前にFAXにて報告書を病棟に提出し、看
護師へもその旨連絡したが主治医に報告されていなかった。結果として、患者様の手術が変更に
なった。
手術看護師より入室時間の連絡が入ったが、いつもより早い時間に連絡が入ったため不安になり
手術室へ確認の電話を入れた。１３:４５分か１２:４５分か尋ねたつもりだったが、１３時で大丈夫と
いわれ時間を変更して入室．実際は１３時代の１３:４５分の入室だった。
手術器械の配盤を始めようとした際に、器械台の覆布に５mm大の穴を発見。すぐにクリーン看護
師に報告し、すべての器械を下ろすこととする。器械は再滅菌し、すべての物品を新たなものに取
り替えた。手術開始までに間に合ったため、患者に実害は無かった。
手術器械を、前日の器械展開で器械展開者が器械カウントを行いセット内の器械は揃っていた。
しかし、手術当日、手洗い看護師はつかず医師のみで、手術器械が取り扱われていた。手術終了
後、別の看護師が器械を片付ける際に、器械カウントを行ったところクーパーがないことに気がつ
き、外回りをしていた看護師に訪ねた所、外回り看護師は器械の取り扱いを医師に任せていたの
で、クーパーがあったかどうか確認できていなかった。手術についていた医師に確認したところ。
最初からクーパーはなく、メッチェンで代用していたと返答があった。医師二名が付いていたが、二
名とも同じ返答であった。手術は、創が小さく患者の体内に入ってしまう危険はないと判断した。
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業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
全身麻酔の指示書の確認を充分に行わなかった。 投薬袋に休止のサインがなかった。
申し送りの時点で、病棟側と手術室側で同時に確認せず、入室となり、病棟も同意書があると思
い込み、きちんと確認していなかったために起こったと考えられる。

検査伝票の名前、カルテの氏名の確認を。
指示書を確認する 投薬袋に休止のサインを徹底する。
申し送りをするスタッフが確認項目として、認識し、術前準備を行う。

手術前点滴の本体を施行したことで、点滴は出来たとの思い込みでした。

再度 注射箋を確認する事。

院内の約束としては、そのような場合、直接主治医に報告することになっていた。このときは、結
果が出たのが午前中であり、診療中の医師に対する配慮から間接的方法をとってしまった。うけ
た看護師との間の認識にもくいちがいがあった。
１回目の電話連絡を受けた時の確認不足

決められたルールがある場合は、遵守する。今回の場合もルール外の対応により起こっている。
業務多忙の際には電話の確認は混乱することが多い。確認の原則を徹底する

目皿をずらした際に、あいたと思われる

配盤する際は、覆布破損の無いよう気をつける。

外来手術であり、外回り看護婦のみが手術に付いており、器械の取り扱いについては、医師に任 器械展開時、声を出してカウント表をみながら器械カウントを行う。
せていたと事で、手術直前に器械を開いたとき、器械が揃っているかいないかの確認が出来てい
ない事と、前日に手術の器械を展開しており、数多く器械を開けることもあり、記憶が不明瞭にな
りやすい為、器械カウントが確実に行われないことも考えられる。

手術器械を洗浄のため使用済みコンテナを開いている時、外科用のマイクロ摂子がラバー（下敷 手術器械について理解していなかった。
き）から外れたため、マイクロ摂子を持った時に介助者が手が急に手を出し、左第２指に刺さった。
手術器材の取り扱いを手順として再度確認するための見直しをした
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背景・要因
改善策
ルート類の整理を行っていたが、手術開始後のルートトラブルまで、予測できていなかった。屈曲 術中にルートトラブルが起こる事を、予測し、ルートに余分なたるみが出来ないように固定する。手
してしまった原因は、不明であるが、手術台の調整や術者の体動の影響で尿道カテーテルを屈曲 術開始前にルート類の屈曲、緩みがないかの確認を確実に行う。
させてしまったのではないかと考える。

マイクロの器械は超音波洗浄を手術室で施行して滅菌できる状態にしてから中材に下げる。

直腸の手術は感染症手術であることは知っていたが 外回り看護師として器械の洗浄液を準備す 手術が終了してホッとしてしまっていた 手順通り作業されているものと思いこんでいた
るのを忘れて他の手術の様に流し台で清潔介助の看護師が器械を洗浄するのを見すごしてし
まった 帰宅時ジェット洗浄機のスイッチが押されていないのに注意していなかった 次の朝器
械を片付けようとジェット洗浄機から器材をだしたところ かごに 血液を見つけ洗浄が不十分と判
断し超音波洗浄機のかごに入れようとしたところ器材の感触がおかしいのでスイッチを確かめると
当初よりジェット洗浄機のスィッチが入ってなかったことが判った 周辺を汚染したことになった

手術帰室後明日の朝まで酸素を３Ｌ／分でいくように指示があった。酸素の配管がないベッドにい 酸素ボンベがどのくらい持つかを考えられなかった。 酸素ボンベの単位と残量がわからなかっ
たため、酸素ボンベを使い放流していた。巡視した１８時３０分頃酸素ボンベの残量が１０ー１５Ｍ た。
ＰＡの間にあることを確認した。１９時３０分に母よりナースコールがあり「酸素が止まっているよう
な気がするんですが」と訴えがあり酸素の残量がなく停止していることに気付く。他のボンベに変
えた。その後他の配管のあるベッドから延長チューブを伸ばして酸素吸入を行った。
手術後、１日アップで食事が開始となる指示を受け、食事伝票をだしたところ１食アップにしてし
本人の認識不足と、医師の口頭指示
まった。医師と患者との会話の中で、当日気づき、医師が看護師に伝え、そのことが判明した。
手術後、持続点滴管理をしていたが、点滴固定部を患者が噛み千切り自己抜去してしまった。
患者状態の観察、抑制実施の判断
手術後10:20に帰室し、13：20頃まではソルラクトDを自然滴下でIV(100ml/H)し、13：20過ぎ頃、
ポンプのドアー破損により発生したフリーフロー。
ヴィーンD500ｍｌを20ｍｌ/Hで輸液ポンプにセットする。5分後、点滴確認する。15：40頃、点滴確認
しに行くと、輸液パック内の残量が50ｍｌ程になっているのを発見。ポンプの設定は流量20ｍｌ/H
で、積算量も46ｍｌとなっているが、滴下球内の点滴の落ち方を見ると、異常に早く滴下している。
ポンプのカバーを開けて、ルートのセッティングを確かめたが、異常は見られなかった。ルートを一
旦ポンプから外し、再びセッティングしてカバーをし、開始ボタンをおすと、また異常に勢い良く滴
下している。チームリーダーに報告し、一緒に現場に来てもらい、確認してもらう。すぐにポンプを
違うものと交換する。16：50、主治医へ報告し、今のヴィーンDの残りを20ｍｌ/HでIVし、終了後、抗
生剤をかけ、ヘパロックするとの指示受ける。17：00日勤師長へ報告する。本人のバイタルは特に
異常は見られなかった。→臨床工学技士のメンテナンスでわかったこと。 何らかの衝撃でドアー
の蝶番付近に亀裂が入り、ドアを閉めても少し隙間のできる状態になっており、ドアがしっかり閉ま
らないためにフリーフローとなってしまった。
手術後１日目、１日２回（朝・夕）指示の抗生物質の朝の分を施行しておらず、準夜勤務者が夕の 情報収集を行う際、カーデックスの上のページに挟んであった点滴ラベルを見落としていた。 多
点滴を準備しているとき、朝の点滴が残っているのを発見する。 手術後の、創の感染・治癒過程 忙で業務内容を振り返る余裕がなかった。 カルテと注射払出箋を照合しなかった。 手術後には
に影響。
抗生物質が指示されるという、系統的な思考過程が取れなかった。
手術後１日目に本日のみプレドニン２．５錠内服するように指示される。朝食前に指示簿を確認
２．５錠を２．５ｍｇと勘違いした。 ２．５錠が何ミリグラムかを把握していなかった。 インスリンの
し、患者様へ２．５ｍｇ内服するように説明した。１０時頃に２．５錠を２．５ｍｇと勘違いしていたこと 指示など変更が多い患者様だった。
に気付いた。主治医へ報告し、患者様へ説明し残りの１０ｍｇを内服してもらう。インスリンを使用し
ていたため内科の医師へも報告しインスリンを昼減量する指示を受けた。低血糖をおこすことなく
経過した。
手術後1日目の患者の持続硬膜外注入器の観察をした際、薬剤がまったく減っていなかった。
・持続硬膜外注入器の観察方法が曖昧。 ・注入器の種類が時々変わっている。 ・チューブがク
チューブを確認すると、クレンメがクランプされて状態であった。
ランプされているとは全く思いもしなかった。ク レンメが、閉じられるはずがないと言う思い込みが
あった。
手術後２週間以上経過し 経過良好にてセルフケアにも意欲が出てきたため１０月１０日より配薬 飲んだか飲まなかったか判らないとの事 毎回配薬内容を確認していると言う安心感から残薬
練習開始 毎回殆ど間違いは無かったが残薬を確認で不足がある事を発見
チェックが遅れた
手術後２日目で食事開始となり点滴終了予定であった。早出業務で注射を準備中に本日分のガ 注射指示簿が２枚あった（メインと側管の分と）。 １枚がカルテの中に綴じこまれていた。
スターの側注があるのに注射伝票がないことに気付く。確認しようと探していたら、ナースコールが
続き作業を中断して対応していた。１３時３０分に夕方の注射の準備をしていて午前中のガスター
を思い出したが、すでに点滴が終了し抜針していた。受け持ちの看護師が患者様に状況を説明
し、ガスターのみ静脈注射した。
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酸素流量が多く長時間使用する場合、配管のあるところより延長チューブをつけて使用する。 酸
素ボンベの単位と流量の知識をもつ。

医師の伝票への記載の徹底
患者状態等管理を強化、保護者への説明と今後の看護方法の指導
輸液ポンプ設定5分後には点滴の確認に行ったが、次の確認が２時間後だったため、もう少し観
察の間隔を短くしていたらもっと早くに異常に気付けたと思った。 開始直後の滴下状態の確認が
できていなかった。手順通り実施する。

マニュアルの遵守をスタッフに周知。
プレドニンの指示はｍｇで指示簿に記載してもらう。 指示を受けるときや指示を実行する時は他
の看護師とともに確認する。

・注入器がポーチに入っていて中が見えない時は、チャックを開 き確認する。 ・クレンメがついて
いるか、確認する。必要なければクレンメを 除去しておく。 ・手術室から引継ぎを受ける際に、
クランプが開放されているか チェックする。
もう少し早い時期にチェックすべきであった 飲んだか飲まなかったかわからない時は飲む前に必
ずナースに相談するよう指導する
業務が中断した時は誰か他のスタッフに伝達するか忘れないようにメモをつけたりと対策をとる。
注射ボトルに側注があることを記載する。
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具体的内容
背景・要因
手術後２日目の患者で病交時 処置版の名前に印がついていたため包帯をあけたが １２日より 患者の把握不足
消毒であることが同勤の看護師に言われて気付く
手術後２日目の患者の部屋へ訪室した。内服自己管理中の患者様で朝の内服をされたかどうか 自己管理中の患者への手術後の内服開始の説明・内服再開時の確認の不足
確認すると、内服していないと話される。いつから内服していないか確認すると、手術後１日目から
内服・フランドルテープの貼用はしていないとのこと。すぐに内服していただきフランドルテープも貼
用する。主治医へ報告し、経過観察となる。
手術後５日目の患者が、２階エレベーター前の長椅子に手を突いてもたれかかっているところを通 情報より不穏状態であることは理解していたが、１人で他の階へ行くことは予測できなかった。 休
りかかった医師が発見した。声を掛けるとなだれ込むように長椅子に横になったと報告あり。迎え 日のチーム２人日勤で、他の臥床患者の清拭を一緒に実施していたため、当患者の動向に気付
に行くと、長椅子の上で仰臥位になっており、声を掛けても反応が鈍いためストッレチャーで帰室 かなかった。 ２人で清拭・処置を行っていることを他チームのスタッフに伝えていなかった。
する。１階売店へ行こうと思ったが、エレベーターを２階で降り、迷った様子。脳梗塞の疑いあり、
床上安静であったが、自力歩行しており、症状悪化の可能性がある。
手術後コンプリネットプロを装着していた。週末に患者自身が痒みのため皺が寄った状態でコンプ 週末に患者がコンプリネットプロを下ろし清潔ケアが週末されなかったことも要因であったが、検
リネットプロを下ろしていたためその皺の部分に糜爛が生じたが発見時は糜爛は乾燥し、かひ形 温時の観察が不十分であったことが1番の原因であった.
成していた。
手術後であり前日からベット上でのリハビリが開始されていた。ＡＭはリハビリへの拒否があった。 患者の心理の把握不足
午後一人で歩こうと立ったところふらつき転倒する。一人でも大丈夫だと思ったと。
手術後で粥食のところを常食を配膳し、途中で気付く。
粥から常食への変更伝票がありそれを見て配膳し、日付の確認がされなかった。
手術後にセル血を輸血したが重さを量らずに施行した。他の看護師に指摘され気付いた。 手術 確認不足 以前、決めたルールを忘れてしまった。
室でも計測してあったので問題はなかった。
手術後のドレーンが、接続部のバックから外れている事に気づいた。
手術後ADLが拡大していく際の危険の予測についての認識が不足していた。
手術後の患者さんの血糖検査をおこなった。使用したスティックより針を外そうとした時に自分の 業務手順・ルールの問題 このＮｓは当院へ就職して1ヶ月であった。 当院の穿刺器を使った血
指に刺してしまった。 患者さんは、Ｂ型肝炎の方でＳ抗原（＋）Ｅ抗原（ー）であった。
糖チェックは見学のみで実施が初めてであった（他の病院での経験は8年であった） 本来新卒者
の場合は必ず付いて確認するが、今回は一人での実施であった 本人より「使い方を十分知らな
いまま実施した」という発言から指導不足が上げられる 医療材料の機器管理の問題 本来この
穿刺器はボタンのワンプッシュで針が落ちるようになっているが病棟にある穿刺器2本のうち1本
は、この機能が故障しており、ペアンなどで針を引っ張らなければ外れないような状態であった
＊しかし、「故障」という表示もなく、このＮｓがどちらを使用したのかも不明である
手術後の検査指示に気づかず、採血しなかった。しかし、検査科より、オーダーが入っているとの クリティカルパスの内容を把握していなかった。指示をよく読んでいなかった。
指摘があり、検査可能となった。
手術後の抗生剤の点滴を忘れた。透析室へ抗生剤を持参したが、透析後、病棟でしてくださいと ・仕事の中断によるもの ・注射施行時のルールを守っていなかった。
いわれ持ち帰り、患者のオーバーテーブルの上に置く、患者が透析終了後、施行しようと準備をし
ているところに、他の患者が、ベッドから降りようとしているのが、目に入り駆けつけ、そのままオー
バーテーブルの上に置いたまま、忘れてしまった。 注射施行後、施行印を押すことになっていた
が、施行する前に印を押していたため、他の看護師も施行しているのなぜ薬品が、オーバーテー
ブルの上に置かれているのか疑問を感じ、気がついた。
手術後の採血を19時に行った。その後検体を検査室に送ることを忘れてしまい、21時に他のス
採血後ナースコールが鳴り、対応をしている間に検体を提出することを忘れてしまった。
タッフが気がつき検査室へ検体を送った。結果は異常は見られなかった。
手術後の撮影を行ったが、別の患者であった 伝票の氏名が同姓異名の患者になっていた
エンボスカードの押し間違え 必要性を理解しないまま患者を検査に搬送 撮影時患者氏名の確
認をしない
手術後の撮影を行ったが、別の患者であった 伝票の氏名が同姓異名の患者になっていた
エンボスカードの押し間違え 必要性を理解しないまま患者を検査に搬送 撮影時患者氏名の確
認をしない
手術後の片付けでメス刃や針の数の確認をするも、その後の針捨て後のシャーレの確認を他者 メス刃や針の確認を数だけでなく、針捨て後まで確認を当事者が行わなかったことと、他者にも行
に見てもらうことを怠り、また当事者でも確認を怠ってしまった為に、そのまま中材へ器械をおくっ うのを怠ったためにおこる。
てしまった。
手術後の離床のために歩行練習することになり、本人が起きようとしたところ点滴棒そのものが斜 物品の不良・不備。 病棟内物品の管理・メンテナンスをするシステムがない。
めになっており、それに加えシリンジポンプの重みで棒が倒れ、シリンジポンプが患者本人の頭に
あたってしまった。
手術後の疼痛時で、ソセゴン３０mg＋アタＰ２５mgの指示だったが、ソセゴン１５mg＋アタＰ２５mg 重症患者が重複していて忙しく慌てていた。 ソセゴン１５mgと３０mgの２種類の規格があり、同じ
で注射してしまった。朝９時に日勤者へ金庫内薬品の申し送りをしていて気がつく。
金庫に保管されてる。
手術後メディジェクトＫを５／Ｈで施行する指示が出たので、エクステンションチューブをつけ、ツ
機器取り扱い知識
ルースで開始した。２．５時間後ツルースの閉塞のアラームがなり気がついた。実際は３／Ｈ程度
で入っていた。
手術後患者への点滴ＤＩＶルート接合部がはずれ，血液が逆流し，シーツと寝衣を汚染した。 付 業務手順，チェックの問題点。
添いの家人の連絡により訪室。末血検査、状態観察し，異常ないことを確認。
手術後休薬中であった薬２剤のうち１剤開始の指示あり、そばにいた他看護師にどちらの薬剤か 薬剤情報の確認の仕方
尋ねると間違ったほうの薬だと教えてもらい本人もちの薬で与薬した。そのご薬剤部より薬袋があ
がってきて確認すると間違っていたことに気がつく。本人変化なし。
手術後胸部レントゲン撮影をし、現像したフィルムが搬送機で送られていた。退室時そのフィルム 手術後覚醒し術後のレントゲン写真を抜管前に医師が見るはずだったが患者が暴れだし危険
を取り忘れた。
だった為抜管を先にした。その後放射線から搬送機で送ったと連絡が入り電話に出た看護師が写
真とってきますと言ったので持ってきてもらったと思い込み確認しなかった
手術後血糖測定が開始されていたが指示を見落とし測定されなかった。
指示書の確認不足

改善策
病交の開始日を確認する
患者に内服開始時の説明を確実に行う。 開始日には声賭けを行う。 必要であれば看護師再度
で内服管理を行う。
休日の勤務体制について相談会で検討。 徘徊・離床報知器の導入。

検温時は必ず装着状況と皮膚の確認をする様みんなに再確認する。
繰り返し説明する
常食開始の日付を常食のマークの横にも記載する。１患者１食札をつける。
大切なことは記録に残し時々確認し忘れないようにする。
患者にも十分説明を行い、注意してもらう。
・故障器械の撤去をした ・故障器械を業者へ調査依頼した ・手技の指導をおこなった ・針刺し
事故防止の再指導をした

翌日の検査の確認、複数で行うようにする。 指示にはよく目を通し、指示内容を把握する。
・・注射施行時のルールを守る

作業を中断させない。処置を一つ一つ完了させながら次の処置を行っていく。
伝票処理後の確認 撮影時患者に氏名を言ってもらうことの遵守 伝票と本人の確認を必ず行う
伝票処理後の確認 撮影時患者に氏名を言ってもらうことの遵守 伝票と本人の確認を必ず行う
メス刃や針の確認を数だけでなく、針捨て後まで、他者に必ず確認をしてもらうようにする。
病棟内の物品（車椅子・点滴棒等）について管理と点検を定期的に行うよう計画中です。
注射施行時は指示と内容を３回確認するように皆にも伝えた。 同じ金庫内に２種類の規格違い
の薬品があるので、１種類にできないか提案する予定でいる。
十分な確認、操作知識を得る。
ＤＩＶルート保持方法の徹底。申送り時のチェック徹底。
まず、薬剤部での分配を待つべきであった。
自分が外回り介助なので最後まで責任もって自分で確認しなければならないと感じた

既往に糖尿病がなく、手術前に血糖測定の指示がなくても術後は開始されることがあることを認
識し、指示書を必ず確認する。
手術後採血の指示を、早朝に行い検査科より指摘をうける。
早朝採血の試験管と同じところに置かれていた。 試験管に手術後と記載していたが、確認せず 手術後の採血の試験管は早朝用とは別にしておくか、当日にラベルを作成する。 採血管の記載
見落としてしまった。 採血の必要性を理解していなかった。
事項を確認する。 採血の必要性を理解して行う。
手術後使用のためインスピロンを準備した。本来なら水を入れての使用になるのだが、入れるの 時間ごとのチェックで機械類のチェックを怠っていた。 他のスタッフと共に準備を行った為、やって 必ず自分の目で確認をする。 チェック項目に沿って一つずつチェックを行っていく。
を忘れてしまった。他の看護師に指摘を受けた。現在加湿棒は使用していないが、使用していたら あるという思い込みもあった。
熱傷等の原因になっていた。
手術後第一病日の糖尿病を患っている患者で主治医より朝の血糖測定の指示があり準夜の看護 手術前も血糖測定を行っていなかったこと、以前に糖尿病を患った患者が術後第１病日の朝の血 糖尿病を患っている患者であり手術後の侵襲の大きさをアセスメントし、術後の医師の指示を深
師にも朝の血糖測定があることを送られたにも関わらず血糖測定を忘れる。
糖測定がなかったことなどから、朝の血糖測定はないものと自分自身が勝手に思い込んでしまい 夜勤務帯でも再度カルテで確認し自分の勝手な思い込みはなくすようにしていく。
このようなことがおこったと考える。
手術後点滴を持続で行っていた。滴下は確認していたが、入院の対応している間に点滴が予定時 滴数合わせのルール違反。（臥位で行っていない）
滴数調整は臥位で行うことを徹底する。
間より、早く終了してしまった。３００ｍｌを２時間で施行する。
手術後肺塞栓症発症７日目に肺シンチが施行されて結果良好であった。検査後血圧が５０台から 異常値を確認したが、患者様の症状がないために自己判断で主治医に報告をしなかった。
異常値は医師に報告する。迷ったら、だれかに相談する。
６０台と低値であったが、無症状のため様子を見ていた。翌日も低血圧であることを医師が気付き
診察をおこなった。腹内出血を疑い採血を行なった。
手術後不穏動作あり家族付き添い中だった。６時の観察時、ﾘﾘｱﾊﾟｯｸのﾁｭｰﾌﾞの先端が飛び出し 認知障害あり不穏動作が見られていたが、家族付き添いに依存していた。
認知障害あり不穏動作の見られる患者さんは、感染ﾘｽｸなどを考え、抑制帯の工夫、１時間毎の
てあるのを発見。医師報告後、経過観察となる。その後の出血などなし。
観察。主治医とのカンファレンスで早期の抜去の検討。
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8212
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8215
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8217

8218

具体的内容
背景・要因
手術後翌日より抗生剤DIV施行し、２日目から抗生剤内服開始予定だったが、患者本人の自己管 処方箋、内服と照合する基本行為を怠ったこと。
理薬（抗生剤）を手術当日、手術後と服用していた為、抗生剤DIVと重複したいたことが分かった。

改善策
患者自己管理薬等の決まり事を再確認し、徹底する。

手術材料として大きい検体と小さい検体が取れた。手術の片付けのときに、小さい検体の入った 検体の保存場所と容器に問題があった。 大きい検体にのみ注意が向いていた。
ガーゼをゴミ袋に入れて捨ててしまった。医師から検体について聞かれ、小さい検体を捨てた事に
気付きゴミ袋から拾った。
手術時、前投薬に硫酸アトロピンを静脈注射するところをワゴスチグミンを静脈注射してしまった。 当事者である研修医が注射薬の確認を確実に行わなかった。ダブルチェックのマニュアルが守ら
看護師が空アンプルを見て間違いに気がついた。
れていない。硫酸アトロピンとワグスチグミンが同じ袋に入っていた。
手術時に閉眼用テープを貼るのを忘れ、手術後覚醒時に、患者本人より眼球の掻痒感と異物感 ・手術中の患者は眼を開けたままだと、乾燥しているので術後、眼球が掻痒感や異物感等が発生
の訴えがあった。
する。
手術時の抗生剤の指示書とカルテの指示が違っていた。注射指示書はカルテと同じ。（カルテ・指 指示が３カ所
示書はパンスポリン、手術指示書はセファメジン）
手術時の点滴準備の際 抗生剤持参分の指示を帰室時として準備
以前にも同様のミスをしており説明したが 繰り返し同じことを行っている 再指導
手術執刀前に、１０枚束にしたガーゼをさばきにした際、髪の毛が１本混入している事を発見す
ガーゼ準備時（滅菌前）、キャップ装着していたが頭髪落ちて混入したと思われる。
る。
手術室４ルームへ病棟看護師より患者様を迎えに来たと連絡あり。麻酔科医師と共に、手術室看 退室時、迎えのベッドが１つであったため、また迎えの看護師が同じ病棟の看護師であったため
護師２名でハッチウェイに移動する。病棟より看護師２名が迎えに来ていた。ハッチウェイでベッド 迎えのベッドと思い、誰も患者確認をしなかった。 病棟看護師が手術ルームへの連絡を間違え
に移動した後に、手術室の看護師がベッドネームと患者名が違うのに気付く。その後、同時期迎え た。
の後で来たベッドのベッドネームと取り替えた。
手術室から、手術出しの時間の連絡を電話で受けたが、他の電話の対応をしているうちに忘れて ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
しまった。
手術室から病棟に帰室中に酸素ボンベが空になった。帰室時マスクをボンベに取り付け酸素を開 １例目の手術迎えの看護師が、酸素ボンベの開閉つまみを閉めずに、そのまま２例目の看護師
始しようとしたら、酸素ボンベの開閉つまみが開いたままだった。すぐに帰室してから酸素を開始し にストレッチャーを渡した。 ストレッチャーを受け取った看護師が、流量計、酸素ボンベの開閉つ
た。患児は呼吸状態良好で酸素飽和度９７％維持していた。
まみを確認していなかった。
手術室では問題なかったが、病棟に上がる際の胸部レントゲンで、ペーシングリードの位置が悪 ペーシングリードの位置が悪かった。今回の心停止の原因となるかは明らかでないが、原因と考
いことに気付いた。そのため、再手術に行きにくかった。
えてもおかしくない。自分一人で判断していた箇所が多かった。
手術室でリンパ節標本の固定の際、ホルマリンを生食と取り違えた為、リンパ節標本の固定が不 確認不足。
十分となった。
手術室において両側の股関節のＸ線撮影を行うべきところ、片側の股関節が大幅にかけていた。 手術室でのＸ線撮影であり、急いで行わなければならないと言う心理働き、Ｘ線撮影時に撮影部
そのため再度撮影を行わなければならなかった。手術室でのＸ線撮影であり、患者は清潔な緑の 位にセットしたカセッテの位置が正しい位置か、お互い確認しなかった。放射線技師Ｂはフィルム
布で覆われていて放射線技師はさわることが出来ない。Ｘ線写真を写す板（カセッテ）も清潔にす の現像後、手術室での撮影であり医者が位置あわせをおこなったのであるから、依頼通りの目的
るため緑の布に覆われている。撮影部位の位置を医者が合わせ、Ｘ線撮影が行われた。手術室 とする写真であると思い込み確認しなかった。このようにお互いコニュニケーションの不足であり、
での別室でのＸ線撮影があったため、放射線技師Ａはフィルムの現像を放射線技師Ｂに頼んだ。 情報伝達がうまくいかなかったケースである。
放射線技師Ｂはフィルムを現像し手術室の入り口で看護師に手渡した。医者がその写真を見たと
き片側が欠けていて目的とする写真ではなかったので、再度撮影の依頼が電話で入った。別の放
射線技師ＣがＸ線撮影を行い無事終了した。患者には、大きな影響は無かったが、放射線被爆が
１回多くなってしまった。手術の時間も１０分程度延長した。
手術室にてＩＶＨポート留置後の患者様を迎えに行った際、酸素ボンベを持ってくるように言われ 酸素など使用した後の確認不足
た。機材庫の酸素ボンベは、２本がレッドゾーンになっており、交換した後手術室へもっていった。
至急の際に酸素が使えないのではいけない。患者様は、酸素飽和度が低下していた為、至急に
必要な状況であった。
手術室に持参する抗生剤の単位を間違った（セファメジン０．５ｇを１ｇ）
思いこみ（従来セファメジン０．５ｇは２／１量を使用していた） 確認不足（薬剤名のみの確認しか
していない） リスク認識薄い（小児の入院が少ない）
手術室の入室時間が１３時で予定されていたが、病棟指示表では変更がある前の１３時３０分と 確認ミスによる手術室入室時間の間違い
変更に対して修正されていなかったため、１３時に入室できなかった。
手術室への入室時間が不明であったため、昼過ぎに担当医師に確認した。１７時に入室が決定し 病棟の看護師の情報伝達が十分に行えていなかった。
たので、病棟へ電話をし「１７時入室決定。前処置の点眼以来の件」を話した。しかし、１７：３０に
なっても患者様の入室なく、病棟へ電話。病棟は手術室からの電話連絡待ちだと思い待っていた
このこと。３０分遅れで入室となった。
手術室より生理食塩液を主管から点滴し、側管から自己血が同時に投与されながら帰室した。帰 ・麻酔科医は、ルートが１本しか確保されていなかったが、状態的に２ルート確保するほどではな
室後、生理食塩液が終了したため、術後の点滴指示である５％ブドウ糖液に交換したが、自己血 かったため補液剤を生理食塩液にして、同時に輸血を開始した。 ・このことに関して、手術室より
もそのまま側管から投与を続けた。２０分後、自己血が終了したと連絡を受けた看護師が患者の 申し送りはなく、受けた看護師（当事者）も疑問に感じることができなかったため、確認をしなかっ
もとに行き、５％ブドウ糖液と同時に投与されていたことに気がついた。患者の状態に変化はな
た。 ・「輸血は単独ルートで実施する」と指導していたが、何故、単独ルートにしなければいけな
かった。
いのか、その根拠を理解していなかった。
手術室出棟時に抗生物質の点滴指示があったが忘れて実施せずに手術室に出棟し、申し送り時 確認不足 前投薬の薬剤と抗生物質の薬剤を別のところに準備していたために忘れてしまった。
に気付き行った。
手術室洗浄機に水をためている時、滅菌物が不足していないか確認してる間に、ためている事を ・手術室に排水溝がない ・その場を離れてしまった
すっかり忘れてしまい大洪水になってしまった。 ＣＴ室まで水が漏れてしまった。
手術室前室で医師から酸素投与の指示があり準備したが加湿ビンの準備を忘れていることに麻 個人の不注意と必要物品がばらばらに収納してあった。
酔医より指摘される。
手術修了し帰室直後に血糖測定の指示が出ていたが、見落としてしまい、血糖測定しなかった。 カルテの指示取りミス。カルテの指示を確認したが、見ているようで見れていなかった。手術後の
患者を3人受け持っており、慌ててしまった。
手術終了し、手術台からベッド移動の際、三方活栓の接続が外れた。
確実なルートの管理が出来ていなかった。移動を行うベッドとの距離等を考慮できず、ラインの余
裕がなくテンションがかかってしまったのではないか。ライン作成の接続の確実な処理の技術不
足。
手術終了後、右膝関節に１枚板の跡が付いた（発赤）。患者が膝関節痛の訴えあり、膝下に枕を 確認不十分（手を入れて確認しているが）
設置。通常より１枚板の高さが高くなった。コンプレッセン被覆後執刀医より１枚板の高さを下げる
よう指示。コンプレで被覆されているため手を入れて確認した。
手術終了後、使用済みの針の入っているトレーを片付けようとした際、針先に触れてしまった。
HCVであり、針刺し事故に留意し業務を行うよう努めていたが、手術終了後緊張感が解け、安易
に使用済み器械・物品を取り扱っていた。 マニュアルには無いが、感染症の有無に関わらず、針
刺し事故に対しては留意するように指導を受けている。
手術終了後、術後検査の採血を行い、自走車に検体を入れて検査室に送信した。患者様が病室 自走車の作動を確認せずに手術室内に戻った。 行き先をしっかりカーソルで合わせないとしばら
に戻って２時間後に病室から検体を提出したかと問い合わせがあり、送ったと返事をしたが３０分 くしてステーションに戻ることがある。
後に自走車に残っている検体を発見した。
手術終了後ICU入室時、頭皮下挿入中のSBドレーンバックは、指示通りに陰圧にせずに、準夜看 ・ドレーン管理基準に沿って管理されていない。 ・医療従事者間の連携、報告不足。
護師は開放にしていた。排液の増量はなかったが、朝になり、ドレーンがクランプされていることに
気づいた。クランプを開放したら、排液30ml 流出を認め、医師へ報告しドレーンを陰圧管理へと変
更した。

検体の容器は採取された検体数分用意する。
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ダブルチェックを確実に行う。
・全麻手術の全例に閉眼用テープの固定を実施する。
手術に関する指示は手術指示書のみに記入を検討
指示の確認 カルテ処方箋を確認して指示受けを行い点滴を作成する
キャップ着用時に鏡にて確認をすることを徹底しなければならない。
迎えの看護師と患者名の確認をする（退室時、手術室看護師は、「○○科○○様です。」と、病棟
看護師に伝えお互いが確認する）。 迎えの際は、電話で「○○病棟○○様のお迎えに来まし
た。」と言うようにする。電話の近くに呼び出し方法を貼る。
口頭指示の場合、記録に残す。
手術室へ搬入するする看護師、帰室した看護師２人でストレッチャーを渡す時に酸素ボンベの確
認をする。
手術後、上級医師に、リードの位置など報告し、手術室で判断しなくてはならない。また、病棟に移
室してから位置が悪いと判断した場合、再手術をいとわない事。
手術場の検査室より生理食塩水を撤去する。
Ｘ線撮影時に、医師と技師で目的とする部位が入っているかどうか落ち着いてゆっくり確認する。Ｘ
線撮影を行った技師と、フィルムを現像する技師が違う場合、目的とする写真がどういうものか説
明する。Ｘ線撮影を行った技師以外の技師がフィルムを届けた場合医師に確認する。

不明

指さし呼称。０．５ｇには赤腺でラインを引き注意を促す
病棟師長が指示表と手術予定の確認を行う。
特殊な伝達事項に関しては師長又は主任リーダーへ伝える。重要な伝達事項は確実に伝達する
よう指導する。
・輸血に関する教育内容を見直していく。 ・やむを得ず原則に反した投与方法を実施している場
合は、その根拠を伝え、その後の対処方法についてもお互いに確認しあう。（麻酔科医にも協力を
求めた。）
術前に施行しなければならないことは同じところに準備して忘れないようにする。 チェックリストに
基づいて施行忘れがないか出棟時に確認してから病棟を出る。
排水溝がなければ、洗浄機の水があふれださないような方法を考える （水槽の水が必要な水位
になったら止まるよう、水槽に穴をあけておくなど）
酸素の器械一式を同じ場所に準備しておく。
術後指示の再確認。パス通りと思い込むのではなく、再度医師の指示を確認する。また、確認内
容を申し送りしていき、再度確認していく。
多数のルートが挿入されている中でのベッド移動は、一人のナースでは確認が不可能である為、
医師、臨床工学技士の個人個人の管理も必要である。 商品により、一つ一つ微妙な違いがある
ため、見直しが必要。
目に見えないところでの確認は細心の注意をして行う・医師の協力が必要
感染症の有無に関わらず、術中・術後を通して使用している器械で、自ら事故を起こさないよう、
その取り扱いに留意していく。 手術終了後、片づけが終了するまで緊張感を保ち業務を行ってい
くことが必要である。
行き先のカーソルをしっかり合わせる。 自走車が動き出してからしばらく戻ってこないことを確認
する。
勤務交代時に医師の指示内容を確認することと、その条件が、管理状況に合っているのか再度
確認すること。 排液状態に付いては、看護師のみならず、医師も観察を怠らないこと。
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8246
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具体的内容
手術終了後シリンジポンプで点滴施行しながら帰室した。その後作動を確認したらポンプが完全
に接続されていないことに気がつく。
手術終了後に右薬指に指輪をしているのを発見した。火傷をしていないか確認した結果、異常な
かった。
手術終了後のベッド移動の際、右手に挿入中の動脈ラインが抜けてしまった。

背景・要因
接続後の十分な確認

手術申し送り表の指輪の欄には、なしとチェックされていた。 右手背に点滴をしており、薬指の指
輪の上にシルキーポアテープが２枚貼っていて手の甲側から見えなかった。
移動中のラインの整理と注意は十分注意し行っていたが、それぞれが自分の周囲のみ気を取ら
れ、注意が足りなかった。
手術終了後バルーンカテーテルを挿入したが、初尿を確認せずバルーンを膨らませ病室へ送って 必ず二人で挿入しているにもかかわらず、基本的なことを見過ごしてしまった。介助した看護師が
しまった。その後確認を怠ったことに気づき、すぐ抜いて再挿入した。バルーンカテ挿入の基本は あとで気づき病棟へ報告し事なきを得たが、関係した全員に注意力が足りなかった。
初尿確認であり、特に男性の場合大出血になりかねないので注意が必要である。
手術終了後医師がバルンカテーテルを挿入。私は尿の流出を確認しないまま、看護記録の、「尿 ・急いで記録し、チェックミスがおきた。 ・医師が挿入していることに安心してしまった。
の流出を確認」の欄にチェックしてした。術後病棟でカテーテルが膣に挿入されていることが発見
された。
手術終了後器械カウントでＯＫだったが、後片付けをしている時に、布鉗子がなくなっていた。リネ 布鉗子だけ後で数え易いようにと思い器械台のシーツの上にくるんでいた。 カウントに対する明
ンの片付けの担当者がリネンボックスに移す時に、シーツの中に布鉗子が入っているのを発見す 確なマニュアルがない。
る。
手術終了後退出の移動時、尿道カテーテルを強く引っ張り、接続が外れてしまった。
作業一つ一つの粗雑さ、注意力不足、認識の甘さがあった。
手術準備の為中止が必要であった薬２種類のうち1種類を中止することを忘れている事に手術前
日に発見。手術の実施日の延期し、入院日数が延長となった。 プロレネール（経口プロスタグラ
ン人E1誘導体製剤）は中止し たがプレタール錠（抗血小板剤）を中止するのを忘れた。 もし気付
かなければ、出血多量等の結果が予測される
手術準備書に義歯なしと記載されていた。手術室入室前に患者にぐらつきの歯がないか確認した
が、「ない｝との返事だった。麻酔導入後、押管のために喉頭鏡にて開口した際、部分義歯である
ことがわかった。すぐにとりはずした。
手術場からアルスロマチック６本臨時請求があり 一緒に並んでいたウロマチック５本とアルスロ
マチック１本を払い出す
手術申し送り用紙の輸血の欄に抗生剤テストの結果を記入していなかった。手術室の看護師がテ
ストを行った医師へ電話確認する。
手術申込みの際、誤った身長、体重が入力されたままになっており、手術準備（人工心肺の準備）
の際、誤った体重に応じて人工肺が用意された。

業務手順、ルール、チェックの問題

改善策
帰室後点滴残量確認とともにシリンジポンプの作動も確認する。
入室後に再度患者様に聞き確認する。 全病棟に「指輪、ピアスをつけたまま入室してくることが
ある」など『電気メス使用時の注意』の用紙を配布し、注意してもらいたいことを伝達する。
全体が見れる監督役のリーダーをフリーの状態にし、更にそれぞれの職種が移動時の注意点の
再確認をする。
患者に処置を施す際は、より慎重に基本に忠実に手順を守って行うよう指導を徹底する。
・医師と声を出し確認を行う。 ・看護記録に記載漏れや、チェックミスが無いように確実に事実を
記載する。 ・術後疾患、術式に応じ、患者観察を行う。
器械カウントに対する明確なマニュアルを作成し、周知徹底する。
どのような危険性があるかを十分に認識し、一つ一つの作業を注意して確実に行うように心がけ
る。
術前準備の確認方法の検討

患者への説明不足。なぜ、義歯をたずねているかという理由が不足していた。また、麻酔医の術
前訪問で義歯上下を確認できていなかった。

理由を説明し確認方法を徹底する。

両剤の配置場所が直前に変更となり外箱も類似していた

薬剤名にシールを貼る 両薬剤の場所を変える

テスト後に医師がカルテに記載しなかった。

テスト施行後は必ず医師が直接カルテに記載する。

手術申込みの際に、患者の基礎データが古いものでそのままリンクして入力されてしまう。医師の
入力の際、患者情報の確認不足。麻酔科医、臨床工学士の体重の確認が徹底されていなかっ
た。
手術前にて、入浴していた。入浴後脱衣で、床の水滴にすべり転倒、右肘打撲し切傷０．５ｃｍ受 脱衣場の入り口には、タオルが引かれ転倒予防をしていたが、タオルが引かれていない場所を歩
傷。
き滑った。
手術前に看護師２名でガーゼカウント実施。手術終了前に間接介助の看護師にガーゼカウントを 指定された場所にガーゼを入れなかったため発見が遅れた
依頼したところ１枚不足していた。再度２名でカウントしたが不足していた。再確認したところガー
ゼはゴミ袋よ発見された。
手術前に硬膜外麻酔を挿入する為、手術室で施行。終了後病棟ベッドへ移動を行う時点で手術 手術台を下げる時、病棟ベッドが入り込んでいることに気づかなかった。
台のベッドを下げたところ手術台の重みで病棟ベッドの柵を壊してしまった。乗っていた患者さん
は驚いていたが、身体に影響はなかった
手術前に直達牽引のワイヤーを不潔なまま手で抜いてしまった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
手術前の確認として、義歯・指輪などの装着品のチェックを、（年齢が若い為）口頭で答えていただ 手術室に向かう際、２回本人に義歯などの装着品について確認したが、実際に本人の口腔内を
き、実際に義歯を外したことの確認をしなかったため、そのまま手術室に入室してしまい、手術室 確認してはいなかった。たとえ年齢が若く、本人より返答があったとしても、自分の目で確実に確
で挿管前に気付き、医師より指摘を受け連絡を受けた。上司に報告。手術室で再度チェックし、義 認するべきであった。
歯を除去して手術となった。
手術前の患者で点滴１本目が終わり、２本目を滴下調整をして施行したが手術前に終了してい
患者への伝達不足。 点滴を持続してから訪室回数が少なかった。
た。
手術前の患者に水分補給の指示が出ていたが、他の職員があげたものと勘違いし、与えていな 確認不足。思い込み。
かった。
手術前の抗生剤の指示を「抗生剤は術後にするもの」と思い込み実施しなかった
思い込み 確認不足
手術前の抗生物質の点滴を準備されていた物を患者カードと確認し実施した。その後カルテの注 情報の伝達、ルール、チェックのp問題 情報の伝達、連携の問題
休日に出た指示であり、薬
射指示表に実施サインをする時に抗生物質の指示の名前と実施した薬の名前が違う事に気付い 剤師が不在であり、医師とNsが確 認しが薬局から貰ってきていた 医師の字が読みにくい
た。 患者さんへの影響は、アレルギー症状が出る可能性がある
手術前の自己血採取４００ｍｌの指示あり、自分と看護学生２名（見学のため）が立ち会って行っ
誤った知識を持っており、それを実行した。（採血量の誤り）
た。物品以外に病棟の自己血採取マニュアルを持参し、参照しながら行う。デジタル計測器が不
調であったため、一時的に病棟より針式の計測器を借りて代用とした。マニュアルでは４００ｍｌ採
取の場合パックの重量を含めて４７５ｇを採取すると記されている。しかし自分の誤った知識のた
めパックの重量を含めないで４７５ｇを採取した。検査室へ提出しようとした際にパック内の血液量
に異変を感じ、他のスタッフがマニュアルにしたがって再計測するとパックを含んだ血液量が５７０
ｇあり、過剰採取であることがわかった。
手術前の準備中に笑気ガスの元栓を開かず、使用の際に元栓を開くと接続部分より弱いガス洩 準備段階での確認・点検を怠った為に発生。
れが発生した。 すぐ新しいボンベと交換し、大事には至らず、患者様・手術への影響はなし。
手術前の準麻薬内服指示が出ていたが、一部薬品を見落とし内服させなかった。入室後発見し医 確認不足。
師に報告した。手術には支障なく手術を実施。術後経過観察異常なし。
手術前の点滴が１４時まである予定のものが前投薬のため訪床すると終了している 早く終わら 説明不足
そうと思い患者自身が滴下を早めた
手術前の皮膚チェック時は異常は見られなかったが、術後左腹部にネグミン焼けが見られた。発 手術前の皮膚チェック時は異常は見られなかったが、術後左腹部にネグミン焼けが見られた。発
見時執刀医、チーフリーダーに報告し、体位時ICU看護師にも申し送った。
見時執刀医、チーフリーダーに報告し、体位時ICU看護師にも申し送った。

システム改善依頼を出している。その進捗状況の確認。小児手術の対応方法を手術部関連部署
で検討。
脱衣場は水滴にて転倒する危険性がある。全体にすべらないような床の対策が必要。バスマット
のようなものですべり予防。
・ガーゼは指定された場所にいれる。 ・声掛けを行う。
物を動かしたりする際には周囲に気を配る。
手順の見直し、学習会
２回の確認をしたにもかかわらず、義歯の除去ができなかったが、患者が年齢的にも若いので、
義歯であるということの羞恥心があったかもしれず、口頭で「外した」と訴えたのかもしれない。義
歯除去の必要性（装着していることの危険性）を説明して理解を得ることが大切である。また口頭
だけでなく、自分で確認することが必要である。術前の患者の心理状況を考えると、緊張と不安で
話を理解できていない可能性もあることを考えるべきである。
患者や付き添いに異常があればすぐ報告してもらうように声かけをする。訪室回数を増やし、点滴
のチェックをする。
患者の担当者としての責任を自覚し、確認作業は適切に行うよう指示
確認のルールを守る
実施前に注射指示表との確認を行う 読みやすい文字で書く 薬剤師が出勤してからでも間に合
う場合は薬剤師に任せる
自己血採取は今日が三回目であり、経験が浅い。前回は他の慣れたスタッフとともに行ったが今
回は一人であったため、自分の誤りにも気がつかなかった。今後は慣れたスタッフと二人で実施す
ることで誤りをなくす必要がある。

準備の際には時間に十分余裕を持ち、確実な準備・点検を実施する。 また器具の定期的な点検
を怠らない。
指差し呼称の励行指示。再発防止策についてスタッフで検討。
朝の訪床時に持続的な点滴であると説明を徹底する

消毒薬（ネグミン）が皮膚に合わないことが事前に分かれば、違う消毒薬をその対象に使用し、発
生を避けることが出来ると思われる。ネグミンでネグミン焼けを起こす患者がどのくらいいるのか
統計をとり、合わない人が多いのならば別の薬品へと変えていく必要性があると思われる。
手術前患者に対して準麻内服指示があり投薬したが、指示量を誤り、１／３しか服用させていな 記載内容の確認方法を理解していなかった。（薬剤師の記載した内服薬の数量を看護師が誤認し 確認作業においては、マニュアルに従い順を追って処理する。 記載方法を再確認し、双方が正
かった。残薬に気がつき薬局に確認したところ誤りであることがわかり麻酔医師に報告、残薬を投 た。）
確に理解するよう指示。
与した。
手術前検査の採血後の検体提出を忘れた。翌日の深夜看護師が気づき、再度、採血し提出。患 当院の確認の基本としている「始業３原則、終業２原則」が守れてない。
始業３原則・就業２原則を守る。 新人看護師に合った指導体制。
者に謝罪。
手術前情報交換時、麻酔IC用紙の同意書に患者さんの氏名サインはあったが、同意しますの欄 医師サイドで行うことは医師が責任を持って行えば良いと思うが、いろいろある事に看護師が依 麻酔科の医師には報告を行った。名前が書いてあったからそれで安心してしまったと。看護師も手
にチェックがないことに気づく。手術室看護師が確認を再度行ってくれ、手術は予定通りに行え
頼される。看護師業務が増えてくる。麻酔科のIC用紙にて最終確認はICを行った医師が行うべ
術だしで関わるため医師から受け取ったら確認を必ずしようと話し合った。
た。麻酔に関する同意書は麻酔医が説明し、同意をもらってくる約束になっている。用紙を受け
き。
取った看護師の確認をしておらず、事故に繋がったと考える。
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具体的内容
手術前投薬の硫酸アトロピンの指示受けがぬけ、実施されなかった。
8248
8249
8250

8251
8252
8253

8254
8255
8256
8257

8258

8259

8260
8261
8262
8263
8264

8265

8266

8267

8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275

8276

8277

手術前投薬の硫酸アトロピンを実施せず、手術室へ入室。その後すぐ気付きＦＡＸにて手術室の
主治医に報告した。
手術前投薬を8時に実施する指示だったが、指示を見落とし日勤者に言われるまで気が付かな
かった。結局8時半に実施したが、それが十分に申し送りできておらず、車椅子にてＯＰ室に搬送
してしまった。
手術前日１３時にプルゼニド２錠を与薬し忘れた。準夜の看護師がプルゼニドが２錠残っているの
に気付き、浣腸を行った。その後、排便が数回あった。前処置が実施できていなかったことを翌日
朝に主治医に報告しなかった。手術直前に伝えた。手術は予定通りに行えた。
手術前日に食事止めがしてなく、手術当日朝、患者さまは食事を１／３程食べられた。
手術創内にガーゼを残したまま閉創、十分に確認しなかったため生じた。ガーゼカウントで１枚足
りないため気づき透視で確認し残っていることを発見除去した。他部位の手術の途中であったた
め患者への影響なし。
手術中、ピトレシンを生食100ｍＬに溶解するよう口頭指示を受けて溶解したが、静脈投与と思い
込み輸液に接続した。点滴終了後、術野で使用予定であったことを医師に指摘され、投与方法誤
りに気付いた。
手術中、器械だしナースが物品を取ろうと機械台上で手を伸ばしたところ持針器に針をつけて、
セットアップしてあった針と接触してしまった。
手術中に、清潔な器械皿の上に虫がいるのを発見した。
手術中に期限切れのＤーＪカテーテルを術野にだす。留置後に滅菌期限切れに気付く。カテーテ
ルに劣化等はなかった。保存状態が良かったので経過観察となる。

背景・要因
改善策
術前投薬の指示の記載方法が統一されていない。硫酸アストロピンが中止されていたが、１０月 麻酔科で前投薬として硫酸アストロピンを再開すること、再開する理由を会議にて伝達することと
から再開になっとことを医師と看護師は知らなかった。術前投薬の指示の記載方法が統一されて した。
いない。
業務手順の確認
医師、看護師とも複数人が関わっており処置の際、お互いに声掛け合い確認する。
指示を十分に確認していなかった。 最近、前投薬のない患者が多くないものと思い込んでいたと 指示を十分に確認し、前もって夜中の内に準備しておく。 指示どうりに出来ていない事に関して
ころがあった。 十分に申し送りができていなかった
は十分に申し送りをする。 前投薬のある患者は必ずストレッチャーでいく。
手術前日に担当した際に、１３時与薬のプルゼニドを患者が手持ちで内服していると思い込み、確 前処置の薬は時間を守り、内服を確認する。 師長より思い込みやすい自分の行動を振り返るよ
認しなかった。 前処置の薬の入っている缶の中を見なかった。 前処置が行えていなかったこと うに個人指導された。 処置を忘れて重要な事は医師にすぐに報告する。
をすぐに主治医に報告していなかった。
食事止めの札が下げてあったが、札に気付かず食事介助をしてしまった。
個々の役割（業務）を確認する。また、業務の最初と最後の確認を怠らない。
ガーゼが残されやすい部位であることを意識させることの徹底が必要。
手術部位にガーゼを残すときは端を皮膚上に出しておく。
口頭指示にもかかわらず、確認を怠った。医師と看護師の連携が不足していた。
いつも下向きに針先は向けセットしているが、今回は少し違った角度でおいた為と思われる。

復唱確認、ダブルチェックの遵守、確実な指示伝達

必ず毎回同じ向き、場所に器械の整理をする事で、術中の急な動きでも注意出来、全ての場所、
物が限られ事故防止になる
環境面の点検の不備。
扉の開閉を徹底する。 環境面の一斉点検。
滅菌期限切れの確認ミス。 予定されたサイズとは別の普段使用しないサイズを急遽使用したた 手術室看護師が滅菌期限を確認する。
め、確認がおろそかになった。 期限切れの確認のシステムを把握していなかったため物品管理
の担当者がチェックしていると思っていた（手術室管理の物品は物品管理がチェックしない）。
手術中に麻酔医から口頭で「エホチールを１０ｍｌにして１ｍｌいって」と指示がでた。指示を受けた 知識、経験不足
患者の急変時は他の看護師にも応援を求める。実施前後は声だしの確認を行う。
看護師は、点滴本体から注射器で１０ｍｌ吸引し、エホチールを１ｍｌ吸収した。施行を見ていた麻
酔医に間違いを指摘された。
手術中に輸血を行い、後で輸血のシールを貼ればよいと思いそのままにしていた。しかし他の作 院内で決められた輸血シールの取り扱い スタッフ間の連携の問題（現在パソコンで確認処理をし 輸血をした時点でシールの管理を行う。できない時は忘れないようメモするか他のスタッフに依頼
業を行っているうちにシールの事を忘れてしまった。翌日気がつき他のスタッフと一緒に探すとゴミ ているがシールは各セクションで保管している）
する
箱から見つかった。
手術中の消毒薬によるやけど予防としてタオル保護している。体位固定後、医師より背部の褥瘡 消毒薬によるやけど防止の、タオルを入れていたが、再度体位変換を行った為タオルがずれてし 消毒前にタオルがずれていないか必ず確認する。
保護マットの位置を直すよう指示された。体幹部のタオルは入れなおしたが、頚部のタオルは外れ まった。
ていなかった為、確認しなかった。手術終了後、頚部に約２cmのやけどを発見。
手術中医師から看護師へ針付き縫合糸を渡すとき、医師の指に針が刺さる。医師は手袋を 交換 針付き縫合糸の受け渡し時には、針がどこにあるか確認をして施行するように。 注意力の低下 今後は針付き縫合糸の受け渡し時は、メーヨー台に置いてから受け取るようにする。
して手術終了。
です。
手術中出血が多くガーゼ綿球共にたくさん使用していた。出された時に綿球個数は数えていたが 医療材料などの取り扱いや術中管理の問題 （綿球 ガーゼカウントに関するマニュアルは作成さ 綿球 ガーゼカウントの際 数を口に出して確認することの徹底
手術終了時カウントすると綿球が1個不足し何人かで探したが見つからなかった。術後手術ベッド れている）及び安全管理に関する認識
を動かしたら下から綿球が発見された。
手術中輸血を行った。手術終了直前接続部より、血液が多量に漏れている事に気づく。
挿入部や、接続の固定の知識や技術不足。
小児のライン固定の重要性について十分理解し慎重に行う。
手術直前までの点滴が予定時間よりも早く終了してしまった。 患者状態に変化なく、予定時間ま 滴下処理の手技ミス。(滴下状況の確認不足)
滴下調整等確認作業の適切な処置を行うよう指示。
で点滴を追加した。
手術当日、術前点眼・処置をクリニカルパスにて情報収集した。患者に渡す、前処置の時間説明 手術眼の確認をカルテでなく、ホワイトボードでしてしまった。また、OPE予報とホワイトボードを前 必ず手術眼はカルテにて確認する。OPE予報とホワイトボードを必ず左右までしっかり確認する。
の用紙にも手術眼を書こうとした時、ホワイトボードにて確認し左眼と記載してしまった。それをた 日に見合わせて確認することになっているが左右まで確認されていなかった。
またま見た他看護師に手術眼は右である事を指摘され、ホワイトボードの左右が間違っている事
がわかり、訂正をした。クリニカルパスの指示、ｏｐｅ予報は右目となっていた。前処置施行前にわ
かったため、患者に間違って施行されることはなかった。
手術当日、麻酔科の指示であるアルタットの内服時間を忘れ、遅れて実施してしまった。
確認不足、準備不足、
仕事開始時の準備の見直しと確認の重要性を再認識する。
手術当日であり既往にアルツハイマー型痴呆もある患者である。手術前より不穏があり、点滴を オペ直後でもあり不穏状態が激しかった。
再度自己抜去しそうな患者のためバルン自己抜去直後に再挿入行わなかった。必要でないルート
自己抜針されたことがあるためダイニングにて頻回に観察を行っていた。ルート類を気にしている
類は抜去する。早め早めに不穏時の指示を使用する。頻回にベッドサイドに行き患者の状態を観
しぐさ続くためルート類見えないようしメガホン装着し、不穏時の薬液も使用していた。その後体動
察する。自室ではなく目の届く位置に（ダイニングルーム）で観察していく。
激しくなったため、べットサイドへ行くとバルンが抜けておりオムツの傍へ先端ごとあるためバルン
の自己抜去にきづく。手術部位が陰部に近いため創部に尿汚染がある恐れもありバルン挿入の
必要性がある患者である。
手術当日に麻酔科医のオーダーにてザンタックを11時に内服させることになっていたが、通常7時 薬袋から患者へ渡す際、指呼確認ができなかった。
・指呼確認を行う ・投与の説明を患者に行い患者と共に確認しあう
に投与することが多いため指示の11時ではなく7時に投与し内服した。患者へは特に影響はな
かった。
手術当日の朝内服するはずの薬を誤って患者が内服してしまう。８６才と高齢でもあり難聴もあっ 内服薬に関する管理が安易な判断でなされていた
手術当日に内服する薬は看護師が管理し内服時もっていく。
た。勘違いし前日の夜内服してしまう。
手術当日絶飲食の患者から、水を少し飲んだと報告をうけるが、担当医・麻酔科医へは報告せず 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
医師との連携・情報伝達の必要性を再検討 手術患者の看護の再認識
手術室看護師への申し送りのみであった。手術が問題なく終了後、麻酔科医より、情報提供がな
かったことへのクレームがあった。
手術日のみ点滴にアドナ５０ｍｇが追加であったが、翌日からの点滴にもアドナを継続してしまい、 伝票確認ミス。
全科の指示簿を統一する。 指示の疑問、不明瞭時の対策をする。
２日間施行してしまった。
手術入室時義歯をはずさずに患者入室させてしまった
確認時家族の前で義歯・眼鏡・コンタクト・補聴器除去の確認する際に声をかけたが実際に開口し 義歯の上下・有無の把握と除去する必要性の説明をする声かけでなく開口して見る又は実際に触
て除去したことや除去した物の確認を怠った。
れてはずれるかどうかまで確認する除去した義歯を見て確認する
手術麻酔時、麻酔担当医師が患者に違う名前で呼びかけた。麻酔記録用紙の名前記載ミスだっ 麻酔記録用紙に名前記入の際、うっかり写し間違えた。医師も麻酔前ラウンドで患者を確認不足 伝票等記入の際の再確認。麻酔医師は事前の患者把握（カルテ確認、本人の診察）を怠らない。
た。
だった。
手術目的でない患者の入院の指示を受けた際指示にはない不要な検査項目にチェックをしてしま 何の為の入院かきちんと把握せず手術目的の入院の指示と同じようにチェックしてしまった。あ
指示を受けた際に必ず何の為の入院で指示は何か」その時に確認し医師の指示表と検査箋を見
い施行した
せっていた為指示をきちんと見ていなかった
合わせて他のスタッフに依頼しダブルチェックする
手術目的で入院した患者が抗凝固剤パナルジンを服用していた。休薬の指示が無く手術当日手 手術が決定した時点で医師は休薬の指示を出すべきだった。看護師も配薬時の気づかず確認し 医師も手術前は休薬リストに上げられている薬の確認をして指示を出す。看護師も術前チェックリ
術室看護師が術前訪問に来棟して休薬していないことが分かった。家族・患者へ手術延期の説明 ていなかった。 １人の患者が他科の薬も含めて一覧として見れるシステムが無いことが原因。
ストの項目に休薬リスト薬を入れて手術予定の患者にはチェックするようにした。
を行い１週間延期した。
１つ１つの処方箋を確認していかないといけない。
手術目的のため、外来で「手術時に持参する物」の説明をするとき開腹手術であるのに「内視鏡 患者把握確認
手術と病名を十分理解する。術前の説明用紙を確認しながらオリエンテーションを行う。
的手術のときに持参する物」の用紙を渡し説明した。患者は「聞いてない」と言っていると病棟看護
師より指摘あり。無意識に説明してしまった。
手術予定の入院患者を２名受け持っていたところ、採血指示の出ていない患者から間違えてクロ 採血オーダーで発生した検査のラベルと患者のネームバンド、ベッドネームとの確認ができていな 患者確認のルールの徹底
ス用の採血を施行した。検査室から、クロス採血と患者の血液型が合わないとの問い合わせで、 かった。（院内の採血時の患者確認のルールが守られていない）
患者間違いが判明した。
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具体的内容
背景・要因
手術予定患者が入院してきた。入院時の指示に腰椎麻酔検査に丸があったため、採血をして検 予約入院患者が外来で前もって検査するという事が頭になかったため、外来カルテにある検査
体を検査室へ持っていくとオーダー無しと連絡ありオーダー入力する。胸レントゲンフィルムには外 データー に気がつかなかった。
来で撮影されていたので、採血はと確認すると済んでいた。
手術予定患者の自己血を採血する際に時間がかかってしまい、いざ輸血をしようとしたときに凝固 末梢血管に乏しい患者であり、十分な採血量を得る血管が確保できなかった。
していて使えなかった。
手術用の自己血を含む血液製剤保存していた冷凍庫の電源が切れ、防災センターの警報装置が 業務手順の問題
作動した。作業手順では、電源を入れるまで警報装置を切らないことになっていたが、職員（委託）
は警報装置を切り、その後に冷凍庫の電源を入れようとしたところ、他の業務が入ったためその業
務処理を優先したところ、冷凍庫のスイッチを入れることを失念してしまった。 月曜日に輸血部職
員が気付いたときには冷凍庫内は常温状態となっており、血液製剤は使用不能となっていた。
手術翌日に術前貯血していた自己血800mlのうち400mlを返血し、翌々日に残り400mlを返血する ・研修医のみで行っている。 ・確認と注意を怠った。
予定であった。 手術翌日、返血するために、自己血パックに輸血ルートを接続し、輸血パックに
針を刺そうとしたところ、誤って、輸血パックに刺し、穴があき、血液を破棄することとなった。 患
者へは400mlのみ返血になることを伝えた。採血データーには大きな変化はなく患者への影響は
なかった。
手順に沿って与薬していたが、深夜勤務看護師より夕方の内服が残っているのを指摘される。夕 与薬した後、カルテにサインをするが、当日は準備した内服をそのままかたずけていた。カルテに
の投薬を忘れたことに気がつく。
は与薬サインをしていた。手術日であったため、注意が術後患者に集中していた。
手書きの処方箋において病棟がＡ病棟であったが、Ｂ病棟へ払い出しを行う。薬袋の病棟をＢ病 Ｂ病棟からＡ病棟への転棟の患者さんであった、処方箋にはＡ病棟となっていたが、薬袋がＢ病
棟と打ち込んでしまった。
棟となっていたことと、患者限定の薬であったため病棟はＢと、思いこんでいた。
手書き処方箋で患者のIDの記入ミス
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
手洗い看護師で器械、ガーゼのカウント後イソジン消毒を準備する。その後患者さんがヨード禁で 準備にあたり余裕が無く、予定変更を行った事で慌ててしまった。冷静に自分の行った事を振り返
あると知りイソジン消毒を使用予定で未だ準備してない方の物と交換する事にして鉗子は同じ本 れないままがガーゼの枚数を報告してしまった為
数交換するがガーゼは交換しなかった。自分の担当患者さんの創洗浄後のガーゼカウント時枚数
が少ない事で、手術開始時外回り看護師に間違った枚数を報告していた事に気付く
手足の冷感があり寒いとの湯たんぽを入れる。入れるときにカバーをして足を直接足をつけない 知覚鈍磨も軽度きたしていたことを申し送りされておらず知らなかった。 浮腫の患者に対し湯た
で下さいと注意をした。２時間後足がひりひりすると左外側踝骨部の痛みを訴える。観察すると発 んぽは禁忌である。 湯たんぽの方が温まると思った。
赤を認めた。すぐに氷嚢で冷やす。水泡はなし。翌日には発赤は消失した。
手動で輸液量を管理していた心不全患者様に、指示量を上回り投薬してしまった。点滴ボトルに 確認不足
目印となるラインを引いていたが、生かすことができなかった。
手背の血管に持続点滴中の患児、前日から同じ場所に続行中であった。 夜間機嫌が悪くぐずっ 夜間機嫌が悪かったので遠慮して手の観察をしなかった 機嫌が悪い原因について点滴のことを
ていたが点滴の刺入部は観察しなかった。 翌朝母親が手が腫れていると知らせ、点滴漏れがわ 考えなかった 病衣を使用せず自分の寝巻きを着ておられたので観察がし難かった
かった。 アクリノール湿布を実施したが次の日には水泡形成する。 皮膚科の医師の処置後改
善した
種類の違う流動食を少量間違えて注入してしまう
思いこみ
首にナースコールの紐を巻きつけていた。
物理的な環境、設備の問題点
受け持ちで朝一に点滴内容を確認した際本人のボックスにソルメドールＰＧと今回注入できていな ＩＶＨをつめた人とつないだ人が別人だったが確認をしなかった 遅番の点滴つめの際ボックスの
かった追加処方のパントール１Ａザンタック２Ａプリンペラン１Ａが入っていた しかしＩＶＨの交換は 確認が不十分だった
１４時の為もう少し後にでボックスから出そうと思い名前ははずさずそのままボックス時に残してお
いた １４時ＩＶＨ交換時すでに他の看護師がすべてＩＶＨをつめてくれており忙しさもあって全部つ
めてあると思い込み確認せずＩＶＨを交換しボックスの中も確認しなかった 翌日遅番がボックスの
中身を確認した際 前日の追加処方が残っておりＩＶＨ内に混注できていなかった
受け持ちナースが休憩して不在だった為、主治医は指示チャートに指示変更を記入した。受け持 休憩終了後は、点滴ラインや指示確認を再度行うルールになっているが指示チャートを見直さな
ちナースはそのまま気づかず、薬剤確認の際変更指示に気づいた。
かった為、見落としてしまった。 医師による声かけもなかった。
受け持ちナースが訪室すると、中心静脈ラインの挿入部から出血があり、リーダーナースに報告 一度目の訪室のときは、挿入部しか観察せず、ルーと全体は見ていなかった為、この時点で抜け
し、いっしょに訪室すると抜去されていた。
ていた可能性あり。
受け持ちのメンバーより特に内服薬の送りや確認無く、昼食後の患者の内服をする際、内服の
内服薬準備の不備があった。 それには気づいたが、一包化で薬名わからず、色・形で判断した
セットが間違って本日の昼・夕分準備されており、不足薬があったため、それを補うため処方オー が、違っており、確認が適切でなかった。
ダー確認するも本日分のセットの薬が一包化されており、薬名よくわからず。形・色よりどの薬か
判断し、不足薬補うも違っていたため、プレドニゾロンをだぶって内服させてしまった。
受け持ち看護師からルンバールの介助を依頼されて行った。その後検体にラベルを貼り提出しよ 確認不足 思い込み
うと思ったが隣りの患者様の吸痰を頼まれたためにリコールを記録台に立てて吸痰に行った。そ
の後受け持ち看護師が戻り記録台で記録していたので提出してくれたと思い込んだ。１９時頃検
査結果が出ないと主治医が言ったので確認すると提出されていない事が分かった。
受け持ち看護師が休憩中であったので休憩中の観察を依頼されていた。患者様の様子を見に行 観察不足 アラームに気付かなかった。
くと当直医が患者様の処置をしているところであった。患者様はライン抜去動作もあり両上肢を抑
制していたがＡラインが抜けかけ、ＢｉＰＡＰのマスクが外れ、加湿器に接続してあった蛇腹も外れ
心電図モニターの電極も取れていた。Ａラインを入れ直すとＨＲ５０台ＢＰも４０台まで低下してい
た。マスクを付け直し観察していると１０分後にＨＲ・ＢＰは元の状態に戻った。
受け持ち看護師が他の患児の処置で手が離せない状況で、他の患児の経管栄養がそのまま置 他の看護師から受け持ち看護師に報告がなされていなかった。
いてあった為受け持ち看護師に確認をし、注入を行った。しかし、注入はすでに他の看護師によっ
て終了しており、すぐに注入を中止した。
受け持ち看護師が朝の内服薬を、薬杯に入れて準備していた。当日フリー業務であったため、配 ・新人等の院内事故防止教育の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
薬に行った。観察室にいた2名の患者のうち1人の内服を食事介助中であった患者のオーバー
テーブルに置いた。その際食事介助中の看護師より、その患者は内服は無いと指摘を受ける。確
認のため薬を置いたままナースステーションに戻った。しかし他のナースコール対応などが重なり
確認が遅れた。部屋に戻ると他の看護師が患者の食事介助をしており、すでに他患者の薬を誤っ
たまま内服させていた。
受け持ち看護師の指示により、０時より接続する点滴を21時から接続した。患者への訪室は一度 指示の十分な確認をしていなかった。
で、その後は訪室しなかった。バイタルに変動なく、症状訴えなし。
受け持ち看護師より血糖チェックを頼まれその結果で注射をと言われ血糖137ｍｇ／dl、スケール 確認不足 思い込み
表（０ー150）なし、インシュリンをしなかった。記録時インシュリンが定期指示になっていることに気
づいた。
受け持ち担当患者の持ち場を離れるため、他のスタッフに「患者の動向が落ち着きないため、注 行動が落ち着かない様子が続いていたので注意して観察をしておくべきであった。行動が落ち着
意して観察して欲しい」旨を申し送り、申送られたスタッフもゴソゴソするたびに何度も訪室していた かなくなった時点で医師に相談し、指示を得ておくべきであった。
が、２２：４０に訪室したときには既に胃管チューブを自己抜去していた。医師にすぐ報告し、胃管
チューブ再挿入不要を確認。患者の腹部症状（吐き気・嘔吐無し、腸蠕動音あり）を確認した。今
後の患者の不隠症状出現のために動脈圧ライン抜去可の指示を得た。
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改善策
病棟科長に報告し医師にも報告する。 外来部門と確認する。
自己血輸血の採血時、脱血がスムーズでない場合は、凝固の危険性を考慮してそのルートから
の採血を中止し、別ルートを試みる。
委託業者に対し、職員研修の徹底と再発防止策の提出を指示した。

・輸血準備時、取り扱いについての把握を行ってから、実施する ようにする。 ・診療科での教育
体制を確実に行う。 ・施行時不安であれば、必ず指導医と一緒に確認しながら、実施 する。

夕の内服の与薬確認は、消灯まで再度行い、漏れの早期発見できるようにする。
手書きの処方箋においては、発生源入力とならないので薬袋印字機に内容が反映されないため、
病棟等の内容確認は再度確認するようにする。
手書きをやめ、診察券を使用して入力
次回同じように交換しなくてはならなくなった場合同じ数の物を交換する。又、手術開始の早い時
期に再度カウントして数を再確認する
浮腫の患者に対しては、足をくるむか電気毛布を使用して保温する。 電気毛布や湯たんぽを使
用した後の観察を頻繁に行う。 お湯の温度を６０～７０度にする。 カバーの上からバスタオルで
くるむ。 病棟で湯たんぽを使用する時の注意点を学習をした。
頻回に確認をする 自己のなかで危険性をしっかりアセスメントし行動する
出来るだけ病衣を使用されるように説明する 機嫌が悪ければなおさらきちんとし刺入部を観察す
る 経時的に観察をする
注入前必ず確認
自殺企図のある患者の近くには、危険物は、置かない。
朝一に受け持ちの点滴を確認した際点滴処置台に出しておく ＩＶＨ ＤＩＶをつめた人と実施する人
がちがう場合は特に注意して処方を確認する

指示チャートは何度も見直し確認するというルールの徹底。 医師には、指示変更記載のみでは
なく伝達をしてもらう依頼をする。
患者に多少でも不穏がある場合や、不穏に陥りやすい環境であるのはいつも念頭においた、安全
なライン管理方法を学ぶ。
内服薬を確実にセットする 薬の確認に対し、正確性を徹底する 複数名で確認して正確性を確
保する
検体は速やかに提出する。 思い込みをせずに確認をする。

アラームにすぐに気付くように注意して行動する。音量の確認も勤務開始時にはチェックする。 体
動が激しい時は両手のみではなく体幹の抑制も考える。

看護師間の情報共有を確実に行っていく。
・配薬時は必ずベッドサイドへ薬袋と処方控えを持って行き、確認する。 ・患者名、リストバンドの
確認 ・マニュアルを守る

主治医に報告。同内容の点滴を2時から12時まで接続との指示。点滴速度の確認と指示内容の
間違いがないかを点検する。
確認の遵守
年齢・理解度に応じ、不隠傾向の見られそうな患者に対し、事前に医師に対応の確認をしておく。
又やむなくベッドを離れる時は、声掛けをしっかりとするようにし事故防止に努める。事故の共有を
カンファレンスで行い、対応に努めることとした。
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具体的内容
背景・要因
改善策
受け付けの段階で皮膚科受診の希望が形成外科になっていた。待ち時間が長くなってしまった。 患者に受付表を渡す時の確認がされていない。 長く待っている患者への声かけが足りなかっ
受付時に復唱し、確認する。 看護師は待ち状況の確認をし、患者の表情に気をつけ、声かけを
た。
する。
受持ち看護師が患者をカモードに移動させ，その場を離れてしまった。ナースコールが近くにな
不適切な判断 確認不足 説明不足
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど)管理の強化。
かったため患者は自分で立とうとして，力が入らず，その場に膝をついてしまった。ヘルパーが訪
スタッフの教育／指導体制。 コミュニケーション(患者説明、スタッフ間の連絡、対人技術、接遇な
室した際に倒れこんでいる所を発見した。すぐに看護師を呼び、ベットに戻し，バイタル測定，当直
ど)の徹底
医に報告し、そのまま経過観察する事となった。
受診外来より、入院カルテの背表紙とカルテラベルが違うがどうなっているかの問い合わせがあっ カルテ作成後のダブルチェックがなされていなかった。 背表紙の名前確認だけで、中の診療録 カルテ作成後ダブルチェック（ラベル貼用時、台帳チェック時）して当日入院所定カルテ置き場に置
た。調べたところ同日入院の他患者様の入院カルテラベルに外来受診される患者様のものが貼り 名前が確認されていなかった。
く。 入院カルテラベルを医師、看護師ともに入院後確認する。 入院時のカルテ作成は、一冊ず
付けてあった。内容は背表紙の患者様のものであることを主治医が確認した。 入院時同時に作
つ確実に行なう。 また、医師はカルテの確認を必ず行なう。
成したため交差して貼り間違えが分かった。
受診者がドックに来られる前に記入してくる受診票の既往歴の欄には、胃がんの記載あり。「手術 受診者の中には、手術などしていても治療は終了している為、「手術後治療終了」ではなく「治療 「治療終了」となっていても、手術など行っていないか、確認を行う。また、問診表をチェックして書
後治療終了」の欄ではなく、「治療終了」の欄にチェックがしてあった。2日ドック1日目に、糖負荷検 終了」にチェックをしてくる方がいる。その為、胃切の疑いのある受診者には確認を取っているが、 き出す時に、マーカーなどで目立つようにしておく。
査を行うが、その際に胃切後状態と気付かず検査を施行してしまった。その後本人に説明を行
見落としてしまった。
い、適宜血糖測定など行ったが低血糖など起こすことなく経過。
受診者から結果についての問い合わせから発覚。検査報告書ではＤｒ記載：乳腺症疑い（右カテゴ 一度入力し、その後チェックをしていなかった。入力する際にシステムにあるコピー機能も使ってい 一度入力したら、別の人に確認してもらう。二人の入力者の印をマンモグラフィーの検査票の右下
リ１,左３）（要精検）であったが入力段階で（右３,左１）で入力ミスをした。受診者本人は過去に左に なかった。
に押す。Ｗチェックの後、スキャナーする。
乳腺症があると診断を受けたことがあると指摘の電話を受けた。確認した結果、入力ミスが判明。
本人に謝罪、訂正した結果を即郵送した。その時点で当院乳腺外来の予約を依頼された。
受付から待合への通路で患者が右ひざをつきその後座りながら膝をさすっている場を発見。声を 廊下の濡れは無く、患者本人の歩行能力低下によるものかは不明。
転倒原因の検討
掛けたが、患者から「心配無用」との回答あり、立ち上がり歩き出した。しかし、内科診察中に椅子
から立てなくなった。
受付する患者の診察券をカルテを出さずに受付済みの診察券に入れてしまった。
うっかり観察のミス
来院された患者様のカルテをチェックし、見落としが無いか確認する。
受付で患者を別の部屋に案内した
確認不足
確認
受付にて頚椎撮影の患者様を胸部撮影に案内してしまった。
確認不足
検査伝票の確認
受付をしてカルテに受付時間を記入する時、カルテが二つあるのを見落とし、日付を前日と間違え 業務手順・二重カルテの確認の問題点
二重カルテの確認を改善する。
て記入し外来へまわした。
受付時、整形外科診察と薬、リハビリテーション実施の項目を患者はチェックしていた。入力時にリ ・入力ミスの可能性・カルテを出す際に、患者の記入した申し込みを目で確認することになってい 事務システムの再構築が必要だがまだできていない。
ハビリのみにしてしまったかまたはカルテを出し忘れたか不明だが、診察にカルテは回ってこず、 るが、それを見落とした可能性 ・診察予定がカルテが来ることで把握されるため、入力状況が反
リハビリ実施後のカルテとして会計処理されていた。30分以上待っていると患者から言われ、確認 映されない
するとカルテはリハビリ後の棚に収められていた。
受付時Ａさんと呼び出したときこられたのでＡさんですねと尋ねたら 「はい 」と言われたので、会 同姓の方は多いので、名前 年月日で確認すること。また 患者に直接名前を聞くこと。
同姓の方は多いので、名前 生年月日で確認すること。また 患者様に直接名前を聞くことが事故
計カードを渡して検査をしてしまう。実際検査をされた方はＢさんでした。
防止に なる。
受付時に同姓同名の患者のカルテを出してしまった。
受付時の確認
確認項目の徹底
受付順にカルテを出して順次処理を行なうが、受付後の診察券がカルテラックの奥に入り込んで 一度に多くの診察券を手にし、カルテ検索を実施した為に片手で処理しきれず、一部の診察券を 一度に検索処理が出来る程度の枚数（２、３枚）を手に取り、確実に処理を行う。
おり、発見後に処理を行なった為、診察までに時間がかかった。
カルテラックの上に置いて検索を続行した。その内の１枚が未処理のままで放置された。
受付窓口で保険証を提出されたので受診歴のある母親と思い込み、患者の母親の名前でカルテ 受付、会計が一時に集中した時だったが、その時に慌ててしまった事と申込書記入後の再確認が カルテ作成時には、口頭、申込書、保険証等で名前、生年月日等の確認を徹底する。作成後にお
を作成し、診察後、会計、薬渡しの時、間違いが判明しやり直し（カルテ、処方、会計）をしたが、患 されていなかった。
いても再確認をする。
者様が怒り、そのまま帰宅してしまった。帰宅後、処方薬を届けに来いとのクレームのTELが入り、
総務課長、当直師長に薬を患者様の自宅へ届けてもらい会計を済ませて頂いた。
就寝介助字、車椅子からベットの移乗の際 右ふくらはぎ部、裂傷させてしまう。
業務、労働体制上の問題点
介助に関し、何を要する場合は、無理をせず２人での介助も必要である。
就寝頃より尿道カテーテルの違和感訴え、何度もカモードトイレへ移動していた。不穏時指示の薬 不穏傾向であったという、情報は把握していた。尿道カテーテルの違和感が、不穏を増強させてい 不穏行動、危険行動のある患者がカモードトイレへ移動している際にはベッドサイドを離れない。
剤も２回投与したが、入眠されなかった。早朝再度カモードトイレに移動後、少しの間目を離した隙 なかっかったのかなどの、アセスメントも検討すべきではなかったのかと思われる。
不穏となっている要因を多角的に観察しカンファレンスで検討し、対策を立てられるようにする。
に尿道カテーテルを自己抜去された。
就寝時(21:00)にレンドルミン1Tを服薬させたが、入眠の気配なく不穏あり。指示では、生食100ml+ 不穏時のセレネース1A筋注の患者が他患にいたため、間違ってしまった。深夜帯への申し送りに 指示の確認は、施行前後行い、思い込みで行なわない。
セレネース1A DIVであったが、セレネース1Aを筋注してしまった。
とあせり、指示確認を怠ってしまった。
就寝時は右足元のベット柵を外した状態で臥床していた。 ２１時物音にて訪室すると、トイレへ行 ＮＳコールを押してもらえなかったこと。 足元のベット柵をセットしていなかったこと。
夜間は動作が緩慢になることを考慮し、頻回のラウンドと排尿パターンを把握する対策を講ずる。
こうとしていたらしく、点滴スタンドを押して病室入り口付近まで歩くが、転倒してしまう。その時点
で、発見した。ベットに戻し、打撲跡をチェック。特に外傷なし。上肢、下肢、屈曲。伸展可能。ＢＰ
＝１００／５７、レベルクリア、当直医に上申、経過観察となる。
就寝時刻の２１時、巡視中に患者がホールに出てきたので、尋ねたところ、「食事をする」との訴え 入職後７ヶ月目であるため、患者への説明が十分出来ていなかった。
患者に対するコミュニケーションを学ばせ、日頃から患者との会話の機会を多く持つことにより、患
があったため、患者に説明したが理解されずに、患者が看護助手を殴った。夜勤スタッフが患者を
者との信頼関係を築く。
抑制し、説明すると、患者は納得した。看護助手の説明が不十分であったと思われる。患者は興
奮収まらないため、６日間ほど保護室で隔離処遇となった。
就寝時投与の臨時処方薬デパゲンＲ１錠が前日投与されていなかった。同じボックスの定期薬は 就寝薬準備時、定期薬は取り出したが臨時薬を取り出し忘れた。ダブルチェック時でも発見されな マニュアルに沿って行う
投与されていた。
かった。
就寝時薬を薬局で発行された入院処方箋に基づいて調剤。病棟へもって行きセットする際に、本 臨時処方や就寝時薬に関しては各病棟ごとに管理の仕方が違う。しかし、薬剤師の各病棟配置 薬剤師の各病棟の作業マニュアルの作成。
来ならば薬袋のみを箱に入れ、薬剤自体は定期処方薬にセットしなければならないところ、薬袋に 時の作業マニュアルがなかった。
入れたまま置いてきてしまった。
就寝前のテグレトール、デパスの内服を患者さんに渡し、内服の説明をし、デパスの内服まで確 手渡した内服はいつも服用できていたため思い込みがあった。内服したか、内服後の確認が不十 内服の説明をし、さらに記憶障害などある意識レベルに障害のある患者様に対して内服を行った
認したがテグレトールの内服は確認しなかった。内服を行っていなかった。
分。確認して内服を確実にしてもらうようにしていく。
か内服後、確認していく。
就寝前の内服薬を配薬する際、夕分が配薬されず残っていた。
見落とし、確認不足。
業務上ルールを厳守する。
就寝前の内服薬確認で、1包化されている薬の中で追加になった薬剤が入っていないことに気づ 払い出しの薬剤部と、受け取りその後の病棟での確認でも、確実な確認が出来ていなかった。
1包化の場合薬剤の種類が多くなると、見難く確認しにくくなる為、薬剤部と検討する必要がある。
き、薬剤部へ確認の問い合わせをし、ミスが発覚。
就寝前指示の、硝酸薬の外用剤テープを貼り忘れた。
薬確認が不十分だった為、見落とした。
確実な指示受けと確認を日常業務で行っていく。
就寝前眠剤服用し、ベッドサイドにポータブルトイレを設置した。0時の巡視で訪室するとベッドサイ ポータブルトイレを設置した際の柵のチェック、ナースコール依頼や巡視が不足した。
定期以外の巡視を増やす。ポータブルトイレの設置位置を患者と一緒に検討する。
ドに座位になっており、眠れないのか尋ねると、寝返りを打った時ベッドから落ちたとのこと、柵は
自分で下げてあった。
就寝前薬を同姓患者が２名いることを知らず苗字を見て別の患者に服用させた。 思い込んでい 思い込んでいた。
同姓患者様がいるときは何らかの方法で知らせるシステムを作る。
た。
就寝前薬配薬のためカウンターに患者様の薬袋を並べ、看護師２名で薬と患者氏名を確認しなが 内服指示が複雑。苗字が似ている、またカタカナで書いてあった。
薬剤師による配役準備。２名で服薬確認の続行。
ら服薬介助をしていた。ＡＢ氏の薬袋にＡＣ氏の名前の付箋紙がついたヒートが一錠ついているの
を発見した。確認するとＡＢ氏の就寝前薬はカタカナで表記され、それにＡＣ氏の婦人科のクロミッ
ト薬がつけてあった。元々クロミットの処方は生理５日目からの指示で更に夕食後に服用の指示
であった。赤字で処方注意が明記されており配役ミスを未然に防ぐことができた。
就寝薬の残薬確認時、14日から18日まで外泊している方の薬が２Tずつ服用するところ、１Tずつ 確認不足
外泊時の薬セットする時は看護者管理．準自己管理を問わず患者とともに準備する。準備は処方
セットされ、残薬４Tが残っていた（リスパダール）。本人様へ連絡を取り説明し、明日速達で送る事
箋で確認、声だし確認をする。患者送り出し時、本人と薬の確認をする。残薬確認は外拍者の薬
話す。
も行う。患者自身、薬に関してあいまいな捉え方をしているので早急に服薬指導の実施。
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8332

8333
8334
8335
8336
8337

8338

8339
8340
8341
8342
8343

8344

8345

8346
8347
8348

8349

8350

8351

8352

8353
8354
8355

8356

8357
8358

具体的内容
就寝薬を投与する際に、患者氏名と下剤の指示内容を確認して服用させたが、その後確認したと
ころ、他の患者に服用させるべき下剤内容を本人の名前として記入したため、本人の薬に別の内
容の薬を混ぜてしまったことに気付き、その結果、誤って下剤を多めに服用させてしまった。 翌
朝本人対して、説明を行い身体症状の確認を行ったものの、特に下痢症状といった身体症状は見
られなかった。
就寝薬配薬中、朝・夕服用の指示のある薬の薬袋が就寝薬の箱の中へ一緒に入っていることに
気づく。中身を確認すると、1日分多く入っており配薬トレーには夕薬が配薬されていなかった。主
治医報告し、朝の分は昼に服用させるようにとの指示がある。
就前薬のセット時、赤線が入っていない薬が入っていた。確認すると本日薬を減量された患者様
の分だった。
就眠時薬の下剤が１包のみ２錠しか入っていず看護師の指摘で再調剤する。
就薬服用後、自室へ戻る際トイレ前にて前かがみに転倒するのを発見。左前頭部を打撲。発赤、
腫脹等は認められず。軽度の痛みのみ訴えあり。当直医及び夜勤課長に報告。Ｄｒ診察あり。様
子観察の指示あり。
終了30分前のチェックを抜かした。 患者への影響は、患者さんの異常の発見が遅れる可能性あ
り
終了ブザーが鳴り回収を行なおうとした所、補液ラインのクランプがねじれて止まっているのを気
づく。また、クレンメも完全に止まっておらず生食が約200ml補液されているのを発見。 患者への
影響は、体重が100ｇ残ってしまった

背景・要因
改善策
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 薬の内容の確認の徹底。 氏名の記入を複数人で確認する。

スタッフが薬袋を入れる箱を間違えてしまい、配薬時にもそれに気づかなかった。

配薬時には確認を十分に行なう。

日勤者の確認が不十分だった。他のことに気を取られながら作業した可能性がある。

薬変更時は特に注意してセットする。

静電気による錠剤の飛び。監査ミス
２～３日前より歩行時のふらつき認めるも、本日、日中・夜間ともにしっかりとした足取りで歩行さ
れていたため、看護側の観察不足だった。転倒の予測があったため注意する必要があった。

静電気で飛びの時期でもあり、監査を強化する。
転倒しやすい患者ということをスタッフが周知できるよう、申し送りの徹底を図る。トイレに近い部屋
の検討と頻回なる観察と付き添いを行なう。

業務手順、ルール、チェックの問題

受け持ちNsの最終確認を再指導

業務手順、ルール、チェックの問題 開始者、器械チェック者、バイタルチェック者ともにクランプ
部分の確認が不十分であった事が考えられる。各チェック時に は手を持っていき確認するルー
ルになっている。
また、クランプは捻じれて回路を挟んでも「カチッ！」と音が するため、目視
での確認をするように決められているがこれも 怠っている。
終了時の採血を取り忘れたまま変血となってしまい、透析終了後の採血データが不明になってし 消毒の際、検査・注射の有無を確認して声かけをすることになっているが、確認作業が抜けてし
まった。
まった。又、検査の札が生食のボトルのかげに隠れていて気付かなかった。
週１回のリウマトレックスを本日夕食後に飲んで頂かなくてはいけないものを与薬しなかった。２２ 確認不足
時指示シート入れ換えの時に飲ませていないのに気付き、すぐに飲んで頂いた。
週1回の透析患者の採血が採られてなかった。
採血予定患者のラベルを綴じておくノートの確認を怠った。
週１回朝の血糖チェックを施行しなかった。インスリンなし、スケールなしで、患者は糖尿病の既往 チェックの仕組みの問題点
がありダオニールを服用しているため週１回朝血糖チェックを行っていた。血糖チェックの板の見
落としから今回チェックできなかった
週に３日（月、水、金）の朝に服用する薬を、曜日を勘違いしてしまい、服用させなかった。日勤帯 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
に入ってから、看護者が気がついて服用させた。
週一回イムノブラダー１／２Ａ＋生食４０ｍｌの膀胱注入を行っている患者にイムノブラダー１Ａ膀胱 以前他患者にも使用していた薬剤であり、そのときはイムノブラダー１Ａ全量使用していたため、
注入した。薬品請求のため伝票整理をしていたところ、この患者の伝票に１／２使用と記入してあ 今回もこの患者も１Ａ使用と思い込んで伝票を確認せず行ってしまったことが要因と思われる。忙
るのに気づいた。その時点で主治医に報告し、夜間外来に来院されるようであったら主治医に連 しいため、少しでも作業を早くしたいということもありまた、薬品の量もどの患者でも一定のことが
絡するよう指示を受けた。
多く、薬品と伝票を確実に照らし合わせる作業ができていなかった。
週末の為金曜日の午前中に土曜日払出分を個人別にセットしていた。その際ワゴンが病棟より返 注射薬払出センターのスペースが狭く、病棟注射薬払出ワゴン1台しか搬入することが出来ない。
却されておらず、ワゴンにセットできずシェルフに検薬済みの状態で置いてあった。金曜日の午後 連休等で多数で注射セット業務を行う際煩雑になりやすい。 午前と午後の払出センターの薬剤
より病棟から返却されたワゴンにセットする際に入れ忘れ、シェルフに残ったままになった。日曜日 師が入れ替わるため引継ぎがうまくいってなかった。 シェルフが3台あり2台は目に付きやくいが1
に病棟看護師が入院している患者様の注射が払い出されていない事に気づき薬局に電話連絡当 台は目に付きにくい場所にあった。
直者が残っていた個人別注射セットを払い出す。
集膳をしていたところ、「ドスン」という音と「うわぁ」という悲鳴がきこえ、病室に行ってみたところ
患者が一人でポータブルトイレを使える、使ってみようと思ってしてみたとのこと。常日頃は看護婦
ポータブルトイレの前で尻餅をついていた。
を呼んで介助しながら行なっていた。
集団体操後、患者が集合した時にそのうちの一人が後方へ転倒。しりもちをついた後、後頭部も すくみや、バランスを崩しやすい病態であることと、患者の集合という心理的、視覚的影響が転倒
床にぶつける。直後、しばらく後も特に痛みや気分の悪さは訴えられず、そのまま帰宅。
につながったと考える。
集中治療室で患者が心室細動になったため、除細動を行おうとしたところ、除細動器が故障して 機器のメインテナンス、定期的作動確認が不十分だった。
いた。救急室より別の機械を運んで施行したが、時間がかかってしまった。
十九時半頃オムツ交換の為訪室したオムツ交換後患者に寝具を掛ける際左手の中指が腫れて 患者左上肢に麻痺がある為全く手指の自動運動はなく左第三、四指に強く拘縮がありその為外
変色しているのを発見し夜間看護師へ報告した
的刺激が加えられて起きた事故であると推測される。その日は入浴日であり入浴時手指を洗うた
めに強い力が加わったか左手掌に発疹が出来ていた為確認のために強い力が加わったのでは
ないか
十二指腸穿孔、保存的療法にてＭＳ挿入中、経流開始していた。右硬膜下血腫の手術後であり、 医療者と患者との意志の疎通が図れていなかった。 手の届かない所と思いルートを設置してい
意識レベル３、右半身麻痺、意識疎通は図れない状況であった。 ２０：００のアイソカル２００ミリ たが、想像していた以上に右上肢の稼動範囲が広かったため、無意識による自己抜去が発生し
リットル開始、２２：１０の訪室時には経流残２０ミリリットル程度あり、ルートも患者の手が届かない た。
ところに固定されていた。その後２２：２５の訪室にてＭＳ自己抜去され、床に薬液がこぼれている
ところを看護師が発見した。
十二指腸穿孔術後３日目の患者。高齢ではあるが痴呆症はない。軽い見当識障害があるが、理 看護師Ａは患者が自己排痰しているため、上肢の抑制は行わなかった。看護師Ａは、準夜帯での
解力に問題はないと看護師Ａが判断し、医師の指示通りの鎮静剤と麻薬の投与（生食１００ミリ
会話から患者が軽い見当識障害はあるが、問題行動を起こすほどではないと判断し、鎮静剤投
リットル＋オピスタン５０ミリグラム＋サイレース１／２Ａを２０時から４時までで投与）を行った。５時 与以外の予防策を行わなかった。看護師Ａは、術後の胃管の重要性を理解していなかった。患者
４０分、看護師Ａが訪室すると胃管が抜去されて、ベッド脇にあった。
が高齢で、麻薬や鎮静剤を投与していたこと。
従来は１ミリリットル１×１昼であったが二日前よりリスパダール液３ミリリットル３×１指示に変更 当院では３ミリリットル３×１の３ミリリットルは１日量を書くことになっているが指示を受けた看護者
になるが指示受けが確実にならず朝・夕が服用されていなかった。又、指示を受けた看護者が勘 が一回量と勘違いした
違いし薬局が瓶に書いてあるラベルを訂正１日３回３ミリリットルとしてしまった為一回だけ３ミリ
リットルで服用させてしまった。
重症不整脈の出現から、心室細動へ移行した。
透析導入中であり、血中カリウム値は低めであったが、補正は行なっていなかった。抗不整脈剤
に対しても薬疹があるため使用できなかった。
重曹１日１ｇを分２で調剤するところを１包１ｇ、１日２ｇで調剤してしまった。
１日量だけを見て、用法を見ていなかったと思われる。
祝日に定期薬をセットしたがコンテナ内の臨時薬のセットを忘れた。１週間後にセット忘れに気付 ホワイトボードおよびコンテナの確認ミス。祝日であったが日曜日という感覚があった。
き、患者さんへの臨時薬の与薬が出来なかった。患者さんへの影響は特に認められなかった。
祝日の日にある病棟でレントゲン撮影のある患者が１４名いました。２名のレントゲン撮影予定患 ・病棟及び放射線撮影室でマニュアルに沿った氏名の確認が行われていない。 ・勤務人数の少
者（Ａ、Ｂ）のエンボスカードを準備して病室に迎えに行きました。この２名の護送患者の病室はＡ ない祝日にレントゲン撮影検査をする患者が多いため煩雑化している。
号室とＢ号室でした。しかし、看護師は２名の患者が同室者と思い込み、Ａ号室に行き予定患者
（Ａ）とレントゲン撮影の予定のない患者（Ｃ）を、放射線科に連れて行き撮影を終えました。Ｂ患者
の主治医が写真（患者Ｃ）を見て胸腔ドレーンが入っていないことに気づき、患者間違いが判明し
た。
出そうとしたところ朝食の配膳を済ませ、裏出口より外へ出そうとした際、急に加速し止まらなく
電動の配膳者の操作が上手く出来ていなかった。（指導・教育）
なった。正面の壁に追突し、壁に少し傷がついた。
出ていた注射ワークシートが昨日のものだったが、本日のものと思い込み作成の際にワークシー 日勤帯で注射ワークシートを変えているだろうと思い込み、点滴作成の際に出すはずのものを出
トを出さなかった。その為日勤帯で点滴内容変更となっていた事に気付かず変更前の点滴内容を さずに作成してしまった為に起こってしまった。
施行してしまった。
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補液ラインも含め、「眼で見ながら、クランプをする」ということの教育を再度行なった

消毒時のチェックの徹底、変血施行者も確認する。抜針後でもＤｒに許可をとり採血した方が良い
のでは？
休憩に入る前に指示シートをしっかり確認する。
勤務開始時には採血予定者のラベルを確認する。
確認の徹底をする
日付、曜日等を間違えないように、何度も確認する。
伝票の確認は伝票を目の前におき薬品と確認しながら準備を行う。

目に付きにくいシェルフは個人別セット注射薬は置かない。 午前と午後の薬剤師間で引継ぎを確
実に行う。 ホワイトボード又はノートに記載して活用する予定。

ポータブルトイレをベット脇に置いたままにせず、使用時に持ってくるようにすること。
特に注意が必要な患者にはスタッフがついていたが、もう少し全体を見回したり、機能別に分かれ
て順序良く集合したりすることで改善できると考える。
機器メインテナンスの施行時期確認、スタッフによる定期的な作動確認の実施。
拘縮の強い場合は力加減に気をつけ無理な力をかけない 握りガーゼを握らせ拘縮の進行を防
ぐ
意志の疎通が困難な患者への経流時には、必要に応じて安全帯の使用も考慮したルート管理を
図る。

必要時は、本人と家族の了解を得て、抑制を行う。看護師や医師は、患者が起こすであろう事故
を予測し、その発生を防止するために積極的に介入をする。
処方の書き方についてもう一度確認してもらう。不審に思ったら飲ませる前に再確認する。

原因として電解質の低下が考えられるが、その他の誘因に関しては今後精査をこれから行ってい
く。 モニター装着していた為、早期発見・救命し得たと思われる。
処方箋のレイアウトを検討する。
毎日薬係がコンテナを確認することとなった。
・マニュアルどおりに氏名の確認を行なうように職員で協同していく。 ・機械的にも事故防止の出
来る認証システムを検討する。

緊急停止ボタンの使用を促す。 前後左右の確認を怠らない。
日勤帯・夜勤帯に関わらず点滴作成時には新たに注射ワークシートを出して作成する。また、点
滴作成の際には必ず日付も本日のものであるか確認して作成する。

8359

8360

8361

8362

8363
8364
8365

8366

8367

8368
8369

8370

8371

8372
8373
8374
8375

8376

8377

8378

8379
8380
8381
8382

8383

具体的内容
出勤時病棟の廊下を歩いていたら病室で患者さんが車イスから立ち上がりゆっくりと尻餅をつい
たのを発見
出血時間の検査のため、病室の○○氏のベッドサイドへ行った。ところが、同室に同姓の○○氏
が2人いらしたことに気がつかず、本来検査をするべき患者とは異なる患者の耳朶を穿刺し、再度
枕元のネームを確認した時に、患者間違いであることに気がついた。入室時に廊下の名前を確認
したが、同姓の患者がいることに気づかなかった。また、患者様本人の確認時、“姓”でしか確認し
ていなかった。
出血時間の予約検査を患者が受けていなかった。 19時ごろに主治医から患者が検査を受けて
いないようだと報告受ける。 患者へ確認すると「看護婦さんが一緒に行ってくれると思い待ってい
た。」と話される。 バイアスピリン内服中のためのフォローアップであり、今回の出血時間は中止
となる。
出血性胃潰瘍で前日入院した、男性患者。内視鏡での止血は困難と考えられた。麻酔医などに
は、出血時は手術の可能性あり、と事前に連絡済。９時出血によるショックとなり、１０時手術決
定。１２時３０分手術開始。１２時５０分麻酔医到着、術中心停止。高カリウム血症判明、心マッ
サージ・徐細動器で心拍再開、手術中止。帰室後、ＣＨＤＦ施行。「大量出血が長時間続き、心・腎
に負担がかって術中心停止。これにより、手術を中止した。脳死の可能性あり。」と説明。
出血性胃潰瘍で入院中の患者（安静度は病棟内）。昨日、胃カメラにて出血部位を止血し、本日
の胃カメラで止血を確認する事となっていたが、検査に呼ばれたとき慌てていたため、安静度を確
認せず、そのまま患者1人で独歩で検査に降りてもらってしまった。
出産後１８：３０分に初回歩行し、家族と面会されてロビーから病室に戻ろうとして病棟の入り口で
転倒したところを看護師が発見した。
出生時の事務のパソコン入力の際、児の性を女児を男児と入力、カルテも男児で作成されてい
た。
出生届と母子健康手帳の記載の確認をしていた所、助産録２の在胎週数の誤記録を発見した。
発見時、予定日より在胎週数を確認し、助産録２の訂正をした。出生届と母子健康手帳の誤記録
はなかった。

背景・要因
本人のバランス障害の認識なし

改善策
本人は自分の判断で排尿などやりたいとい意思があるがナースコールを押して呼んでもらう

・思い込みにより、一人の患者しか頭に入っていなかった。 ・同姓の患者がいるかもしれないとい ・患者の確認は、フルネームで行う。可能な患者には、自ら 名乗っていただくというルールを守
うリスク感性が乏しい ・患者確認時のルール違反
る。 ・ネームバンドの運用を考える。

不注意 不適切な管理

検査や他科受診の確認を徹底する。

事前連絡してあったが、手術まで人的・物的準備に時間がかかった。ショック対処で輸血したこと
により高カリウム血症となったこともその要因の１つ。休日・夜間の麻酔医・臨床工学技士および
医療器材が確保できていない。

麻酔医の確保は急務。術場準備の手続きや手順見直し。検査技師・放射線技師は常駐している
ので、これらとの連携強化。

慌てており安静度の確認を怠ったこと。本日の胃カメラの目的を考えずに行動したこと。

業務に追われ忙しいときでも確認事項は怠らずに行なう。検査の目的を把握する。自分の行動に
よって事故が起こる危険性がないか考えて実施していく。

・患者への説明不足

・出産後の初回歩行時の説明内容の検討

・確認不足

・ダブルチェック

医師が、分娩終了後助産録２に在胎週数を誤って記載した。 入院時に記入する助産録１の在胎 出生届、母子健康手帳の記載漏れや誤りがないように他者が再確認することになっている。今
週数を見て記載されたものと思われる。しかし、翌日の分娩となっため、在胎週数は１日異なるこ 回、他者の確認時に発見できた為、今後も継続していく。
とになる。 直接介助者が出生届と母子健康手帳、助産録２などの記載をする際確認が不十分で
あった。
出張で行った有機溶剤健診で１人貧血検査の採血をせず、各処理段階でも落ちを発見できず報 配属されたばかりのスタッフのため、２名の看護師が行き、作業を分担するという、通常とは異な 報告書担当部署でも確認は声だしをすることにした。帰院時の確認も２人が声だしで行う。
告書を発送してしまった。企業担当者よりの電話でその事実に気づき、後日再度採血に伺い、訂 る方法で行っていた。また、検診者が多く、慌しい雰囲気の中だった。１・事務１名、２・看護師２
正した報告書を発送した。
名、３・報告書担当看護師２名、４・帰院時Ｗチエック看護師２名の４部署全てで確認がもれた。
出張撮影時、患者を間違えて撮影し、読影室も通過し、夕方主治医からの指摘で発見。
午前中に部屋を移ったが、その情報がなかった。 付き添いのスタッフを看護師と思い込み、確認 部屋を移った情報を求める。 ベッドネームやリストバンドでの確認の徹底.
もなく撮影した。 ベッドネームやリストバンドでの確認を怠った。／患者確認不十分。多職種間の
連携不適切。教育・訓練が不十分だった。
出張撮影時、患者入力間違い
処理時の確認ミス、読影者のチェック不足 二重／確認が不十分であった。判断に誤りがあった。 撮影者とは別に、読影側の最終チェックをする。.
多忙であった。
出張撮影終了後、カセッテ抜き取り時に、患者の上腕の皮膚が剥げた。
病棟では、この患者の情報を共有して、「要注意対応」を認識していたが、放射線技師へは伝わっ 技師サイドから患者情報を積極的に得る。.
ていなかった。撮影終了後看護師は廊下で待機していたが、撮影終了の合図がないので 入室で
きなかった。コミニュケーションエラーの典型。情報収集が不十分だった。多職種間の連携不適
切。その他の教育・訓練に関する問題。
出棟前に承諾書・説明書・同意書などの必要書類がそろっている事を確認し、オペ出しをした。手 オペ出しをする際に確認が不十分であった。 承諾書を取った時点の看護師の確認が不十分で 書類を受け取る際、前日の日勤・当日回診時・当日オペ出しの直前に書類の不備がない事を確認
術室の看護師に申し送りをした際、承諾書に日付と患肢の差痛が書かれていないことを指摘され あった。 医師も承諾書の確認を十分に行っていない。
する。
た。そのまま手術室に入室したが、家族に連絡をとって確認し、手術が始まるまで１時間ほどの時
間を要した。
術後 右鎖骨下よりＩＶＨで点滴施行 痴呆あり術前より不穏サーフロ自抜きあった為注意して観 頻回の訪床しておれば
ボトルとルートの間脱落防止具を取り付ける 訪床を更に頻回に行う
察していたが 点滴ボトルよりルート抜いており逆血している所を発見する
術後、ネグミンによるかぶれと思われる色素沈着を発見。左側腹部5×7ｃｍ、左胸部3×3ｃｍ、左 ネグミンによるかぶれ
術後観察してもらうよう申し送りをした。
上腕3×3ｃｍ
術後、患者にドレーン類の必要性や行動時の注意は説明していた。クリトパンを持続注入していた 患者の状態把握不足 患者への説明不足
接続部の絆創膏固定を行う
が、患者が延長チューブをはずした。すぐに看護師が気づき、ルートを接続しなおした。患者のバ
イタル変動はなかった。
術後、患者を迎えに手術室にいったが、酸素ボンベが空であった。 ボンベを交換した。
確認不足
酸素ボンベ準備時は残量確認を徹底
術後、血圧安定し尿量確保ができていたのでイノバン注射はいつまで行うのかと医師に確認し
申し送り内容が言葉不足であった。申し送った内容の意味が違っていた。申し送りを受けた看護 よくわかっていないことはカルテで確認しながら申し送る。注射指示書に従って実施する。
た。医師は腸の血流を良くする目的なので注射伝票の指示通り行うようにという指示であった。し 師は注射伝票での確認でなく、申し送りの内容で指示の変更と捉えた。
かし、そのいきさつを言わないまま「今日までで終わりです」と申し送りをしたため、注射伝票上は
現在のもので終了であったが、申し送られた看護師は本日分があると思い、イノバンを更新してし
まった。
術後、採血の指示があった。点滴側より採血したためデータに誤りが生じた。
点滴側の採血は、正確なデータが得られないという知識が不足していた。
点滴が採血データに与える影響を考えさせ指導・教育していく。
術後、手術室・ICUで採用されている閉鎖式中心静脈ラインのまま一般病棟へ転棟した。補液ライ 接続部が外れないように固定することはもちろんである。しかし、病棟間での点滴システムの差異 当院では病棟毎に点滴ラインを採用している。転棟の際のライン交換や側注時の補強などの対応
ンにコネクターを接続し､側注ルートから抗生物質の点滴を開始した。抗生物質終了時に点滴ルー が招いたインシデントとも考えられる。閉鎖式回路が必要な場合、コネクターを使用しないで直接 策も考えられるが、根本的解決として、院内でのラインの統一化、閉鎖式点滴ライン採用の早期
ト確認したところ、閉鎖式ラインにコネクターが接続されたまま、抗生物質の側注ルートのみ外れ ラインを接続できるシステムの採用が望まれる。
検討が必要と考えられた。
ていたことに看護師が気付いた。少量の脱血がみられたが患者さんは特に変化なく、発生直後に
謝罪した。
術後、初めての自力排尿であった。ベッドサイドで尿器に排尿後、端座位から座りなおそうとして 術後、排尿動作について自力でできるかどうかのアセスメント不足。
初めての自力排尿動作については、そばに付き添い自力で排尿が可能かどうか確認する。 動作
滑って落ちた。軽度の打撲症で経過観察となった。
時Ｎｓコールするよう説明し、尿器を設置しない。
術後、大人用輸液セットから閉鎖式輸液セットに交換することになっていたが、交換したと思い込 輸液セットを交換したと思いこんでいた。80ｍｌ/Hで滴数を合わせたが気がつかなかった。
輸液量が患者に与える影響を考え、大人用の滴数、閉鎖式滴数の量を振り返り、再確認する。
み大人用輸液セット８０ｍｌ/Hで継続した。輸液が早く終了したため確認すると大人用輸液セットで
していたことが分かった。
術後、腸婁チューブから薬剤を注入する際、薬剤が（７ＥＰ）白湯で溶解できにくかったがチューブ 白湯で十分に溶解しなかったため、閉塞した。
充分溶解してから注入すること。溶解しにくい薬剤は検討する。７ＥＰは与薬中止となる。
より注入した。抵抗がありチューブより注入できなくなった。
術後、潰瘍防止治療剤を、１日、２回投与されていた。同薬剤投与が、半分量に減量という指示に 医師の指示の薬剤投与の２×の記入と、×２の記入の認識不足で指示が変更になっている事に 指示変更時は、医師にも変更部分を赤のアンダーラインを引いてもらう。 薬剤投与時はダブル
なったが、指示受けしたナースは気づかずに、そのままの量で投与。その後も２日間気づかず、変 指示受けしたナースが気づけなかった。
チェックを行う。
更前の量で投与された。
術後、内服薬再開時、深夜看護師が患者へ説明する。患者は自分で管理している薬剤は服用し ・パスに医師が、術前薬再開との記載で何をどのように内服しているの かの確認不足 ・中止薬 ・中止薬がある場合のカルテ上の記載を統一。フローシートへ中止薬有りの記載を行いチェックす
たが、看護師管理としていたワーファリンの与薬を忘れる。日勤で気づき昼間与薬する。 肺切除 が有る場合のカルテへの記載が明確でない ・薬再開時の患者への確認方法が、あいまい
る。・医師が内服薬再開と記載した場合、何をどのように再開するのかを医師と共に確認を行う
のパスを使用中で、医師は薬を再開する日に、術前薬再開とのみ記載、指示を受けた看護師は、
この患者が何を服用しどのように管理していたか確認できていなかった。また、深夜の看護師にお
いても患者が管理している薬と看護師が管理している薬があることを確認できていなかった。
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具体的内容
術後、不穏状態であったので３０分毎に観察していたが巡回に行くと末梢点滴ラインを抜去してい
た。
術後、夜間のせん妄を起こしたので確認与薬になっていることを知らず、昼食後の確認与薬し忘
れてしまう。夕方、準夜勤務スタッフが気づき与薬忘れに気づいた。
術後1日目で、カタボン終了の指示がでた。自分自身でオフにすると思っていたら、すでにオフに
なっており、クレンメや、活栓は閉まっているものと思い、確認しなかった。しかし、クレンメや活栓
は開いたままになっており、上司より指摘され、事故にきずく。
術後１日目の患者に、５本あるうち４番目に施行するはずのソリタＴ３ ５００ミリリットルを間違え
て、５番目のソリタＴ３Ｇ ５００ミリリットルを接続した。日勤の看護師の指摘で気がついた。患者へ
の身体的影響はなかった。

背景・要因
観察不足

改善策
不穏状態の患者様は頻回に訪床し観察する。 家族に協力依頼をして付いて頂く。

患者の情報収集不足。スタッフ同士の確認不足。他患者の確認与薬時に確認できなかった。他の 出勤時の患者の情報集収をする。昼休み後はすべての確認与薬の箱をチェックする。申し送り時
患者に気を取られていた。
に再度、確認する。自己の検温表にも記入し、確認できるようにする。
確認不足と思いこみによるものだと考える。
他者が実施した後も、自己責任において、確認する。

名前は確認したが、薬剤名を確認しなかった。輸液は、準備するとき施行順に並べるように約束 輸液と伝票の指差し呼称確認の徹底。輸液の施行順番は、間違いなく並べて準備する。自分が
ができているが、今回、４番目と５番目が入れ替わっていた。輸液は順番どおりに並んでいると思 並べなかったときは、自分でも薬剤と伝票を照合しながら順番どおりか確認する。
い込んでいた。２人夜勤で、産婦の入院・病児（新生児）の観察・術後管理・ナースコールなど対応
に追われていた。
術後１日目の患者様が、疼痛時の指示である坐薬を希望されたため指示シートをみると指示がな コンピュータシステムの理解が不十分
新しく指示を入力した時は再度指示内容の確認をしてから終了するように医師に依頼した。 オー
かった。前日の夕方に坐薬を使用しており、指示シートに入力されていないことがおかしいと思
ダリングシステムに不慣れなスタッフは指導を受けるように働きかける。
い、前日の指示シートを確認したところ、低血糖の指示しか入力されておらず、その他の指示など
も消えていた。インスリンスライディングスケールの指示入力の際に症状時指示・内服薬・その他
の指示を削除してしまったと思われた。そのため疼痛時の処置と、その日内服する薬の与薬が遅
れた。
術後2日目、塩モヒ（硬膜外）持続注入していた。残量が少なく、主治医に報告し更新の指示を口 口頭での指示であったが、更新だけで内容の確認をしていないため以前の内容と思いこんでし
口頭で指示を受けることがあるが、内容の確認も行う。準備段階で医師のとともに行ことで防げ
頭で受ける。以前の内容が生食２０ｍｌ×２A＋塩モヒ３Aであったため、そのまま準備した。医師は まった。医師指示欄を確認していなかった。
た。
新たな指示をカルテの指示欄に記載されており、生食３０ｍｌ＋塩モヒ３Aであった。患者に接続す
る際に内容が違うことに気がついた。医師に報告し準備した内容でよいとの指示で実施した。
術後２日目、冷蔵庫内に術当日に使用するレペタン座薬があることを発見する。カルテを確認する 医師により注射伝票に座薬のシールが貼られていた（本来処方集）。 指示がでていることを誰も 指示は医師指示簿に記載する。
と使用していなかった。
知らなかった。
術後２日目であったが消灯後に創部伸ガーゼをはがしているところを発見
不動手袋装着すべき
頻回の訪室 介護服の着用を検討する
術後２日目でトイ歩行は自立していた患者がトレイより病室へ戻り床に硬膜外チューブのシリン
・ドレーンの観察不足 ・患者への説明不足
・ドレーン挿入時の観察事項の再学習 ・術後の浅い日数患者の歩行状態の観察不足
ジェクターが落ちているの発見した。
術後２日目の患者。バランスシートでチェック中だった。各食前血糖測定の指示と高血糖時の指示 今までＡラインから採血して血糖測定していたので、食前の血糖測定していないことに患者も気付 バランスの指示を声をだして確認する。
がでていた。食前血糖測定を忘れ、食後に気付く。血糖測定し医師に報告。血糖値は高くないた かなかった。 食後２時間に血糖測定すると思い込んでいた。 １８時に３人の患者のバランスの
め、インスリン不要であった。
チェックをしたが、食事の準備のほうに気をとられてしまった。
術後２日目の患者。硬膜外チューブの接続ロック部分が緩み外れていた。主治医に報告しクラン 観察不足（ゆるみに気が付かなかった）。知識不足（器具の構造等
観察事項の手順化
プ後主治医がチューブを抜去
術後２日目の患者を２０：３０分に一人で体位交換を行った後に体の下にあったバスタオルを動か ・体位交換時の注意不足 ・ドレーンの観察不足 ・排液量の減少に対する危険予知不足 ・使用 ・ドレーンの観察・管理に対する再教育 ・ドレーンの構造上の問題を周知し、危険について認識
して位置の微調整をしたところ、硬膜外チューブのカテーテルとバックの接続部が外れていること しているドレーンの構造について把握不足
・販売業者への改善依頼
に気がついた。勤務交代時には前勤務者とともに、ドレーンチェック表に基づいてチェックした。排
液量は深夜３９０ｍｌ、日勤３０ｍｌ、準夜Ｏｍｌであった。
術後３日目、失見当識があり、睡眠導入剤投与後、家族付き添いを依頼し、入眠させたが、家族 観察不足。
家族へ退室時、看護師へ連絡することを伝える。
が不在時、自己抜去する。
術後３日目で本日歩行訓練が行えたためバルン抜去し、ポータブルトイレでの排泄となった。尿意 術後の離床状況に応じて肺切解除の必要性を考え直す必要があり。 転倒の危険性を考えた環 離床が進んだからといって、安易に自力で行うことは危険なことであるということを患者様に理解し
あり自力でトイレへ移動しようとしたところ転倒してしまう。ナースステーションにいた看護師が「ドス 境を見直す。 患者への説明の問題。
ていただき、看護師の介助を受け入れてもらう必要がある。 転倒を起こさないよう安全な環境、
ン」と音がし、訪室すると本人が倒れていた。右眼下側のところを強打し腫脹見られ、当直医師に
設備を考えていく必要がある。
診察していただき主治医に報告、様子観察となった。今後は転倒しないよう排泄時はナースコー
ルを押してもらい、排泄介助することを徹底する。
術後３日目の患者に１９：３０分に呼吸評価のため動脈ラインを挿入した。日勤帯で不穏症状が見 ・自己抜去の危険予知不足 ・患者の観察不足 ・医師と看護師、看護師間の連携不足
・自己抜去防止のための固定方法の工夫 ・医師との連携により、ライン留置の必要性について
られたが、挿入前後は落ち着いていたため患者に説明し理解を得た。２０：３０分に患者が固定を
話し合う機会を持つ ・看護師との連携により、絶えず看護師の視野下にあるよう業務調整する。
はがし、ラインを自己抜去してしまった。
術後３日目パス通りにバルンカテーテルを抜去した。準夜の看護師に申し送る時に５日目に抜去 同じ術式でもパスが複数存在していた。 カルテ用のパスには３日目で抜去予定だったが、患者 病棟内の術式・疾患別のパスを統一する。
することを指摘され、予定が違っていたことに気付く。
用のパスでは５日目で抜去と記載されていた。 当日担当した助産師はこの術式の患者様の担当
になったことがない（経験がない）。
術後４日目の患者様であった。やや不穏な状態ではあったが家族の付き添いもあり、ライン抜去 観察不足
不穏な状態である時は家族の方が付いていても頻回に訪床する。ライン抜去の危険性はなくても
動作もなかったために抑制せずに観察していた。夜間、家族が睡眠中に自分でベッドから降りよう
安静が守れない場合があるので夜間のみでも抑制をさせて頂く。
として中心静脈ラインを抜去してしまった。
術後８日目、脳糟ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ中の患者で、＋12cmの圧設定の指示を「０点」の位置が10cm下の赤の 脳室ドレナージ用の回路用ラックを取り付け時の圧設定がマイナス圧とプラス圧の「０点」があるこ 脳糟ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ圧設定時の回路用ラックの取り付け時の手順ﾏﾆｭｱﾙを作成する。及び取り付け時は
「０点」の間違い設定に気づいた。医師に報告し、＋15cmの圧設定に変更。排液量は３００ー１５０ とを理解してなかった。及びその取り付け時の手順マニュアルがなく、看護師のみで取り付けてい 医師と共に行う。新しい器具を取り扱う時は、デモンストレーションなど実地研修を行う。
ｍｌ排出あり、発熱などは見られなかった。
た。
術後８日目で、ﾊﾞﾙﾝｶﾃｰﾃﾙ抜去当日であった。準夜で不穏あり、眠剤(マイスリー）服用していた。 端座位も出来ない状態で、疼痛があり自分でそこまで動けないだろうと判断していた。 眠剤内服 転倒転落ｱｾｽﾒﾝトｽｺｱを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（ﾊﾞﾙﾝｶﾃｰﾃﾙ抜去など
巡視時、床に座っている患者を発見。少し離れた所に濡れたオムツがあった。
後、良く入眠されていたので安心していた。
変化時は早めの排尿誘導と観察を密に行う）
術後ＤＩＢ挿入中の患者の清拭を施行した際にドレーン挿入中患者のアセスメント不足と経験不足 ドレーン挿入中患者の清拭施行時のアセスメント不足。
ＤＩＢについて学習する。ドレーン挿入中患者の清拭を行うときの看護計画についてのアセスメント
により、ＤＩＢが床に転がり、ＤＩＢの重みによりちぎれてしまった。
不足のふりかえりを行う。
術後ＩＣＵ入室時より痛み（創痛や肩痛）強く鎮痛剤投与、マッサージや温罨法をし緩和はかるが メインの点滴量を考慮できていなっかた。高齢であり体格などをふまえたプロポフォールの薬効を 延長チューブ内の薬液量を再度確認する。プロポフォールの薬効を再度確認する。投与時間がか
軽減せず大きな声で騒いでいた。徐々に興奮しはじめひどいことをする、殺されるとルート類を
考えることができていなかった。延長チューブの長さ内の薬液量を誤っていた。
かっても早送りはしない。
引っ張ったり看護師を叩くなど不穏状態となる。当直医に報告。プロポフォールを5ml/ｈで投与、痛
いためだろうからと最初に入室時に投与した鎮痛剤の残りを筋注するように言われた。筋注をしよ
うとするが腕を動かし拒否するため、施行できず。プロポフォールを開始した。延長チューブが長
いため到達するのに時間を要すると思い刺入部まで薬液を早送りした。メインの輸液か70ml/ｈで
投与されていたためか急に体動しなくなり、血圧低下、舌根沈下様の呼吸、無呼吸出現する。すぐ
に医師に報告。ジャクソンリースで用手換気、昇圧剤投与され徐々に血圧、呼吸ともに安定する。
術後イレウスとなり内服薬は中止となっていた。病棟には内服中止、変更マニュアルがあったが徹 内服中止、変更マニュアルの徹底が図れていない。
底されていなく、間違えて内服させてしまった。幸い緩下剤であり患者への影響はなかった。
術後エレンタールの濃度をアップさせていく中で、１５％のエレンタールはエレンタール１５ｇを１５０ 濃度の計算間違い。これでいいと思い込んだ。量を濃度と勘違いしてしまった。親任せであった。
ｃｃでときそのうちの１２０ｃｃを飲むと誤って説明をしてしまった。翌日日勤看護師に指摘され気が 任せた後確認することはない。
付く。母に謝罪すると、逆に濃い濃度でなかった訳だしいいですよと言われた。
術後カテコールアミン投与中閉塞アラームがなったが、技術・知識不足であったが自己判断し、対 カテコールアミンの閉塞がなった場合は、直ちにリーダーナースへ報告する事になっていたが、
処した。
とっさの判断が出来ずに自分で対処してしまった。
術後せん妄の状態にあるが６病日めとなりややおちついてきて、夜間入眠していたためセレネー
スを使用せず、上肢抑制もしていなかった。２時訪室時に病室より水の流れる音があり。ベット柵
を乗り越えて病室の洗面所にて楽呑みを口にしている所を発見する。飲水した様子。

内服中止、変更マニュアルの徹底が図れるよう事例検討をした。
不安な時は他者に確認する。家族に説明の前に再度確認してから行う。日々指示があっている
か、指示通り行っているか確認していく。

薬剤に対する知識を増やす。カテコールアミン類などの循環動態に大きな影響を及ぼす薬剤の取
り扱いを、再度教育・指導し閉塞アラームがなったときは、個人で判断せずにすぐ医師へ報告す
る。
せん妄状態にあり、絶飲食であるということを認知できない状態であったものの、洗面台に含嗽用 センサーマット使用し、ナースコール対応に時間がかかるような忙しい時には、一時的に抑制をさ
に楽呑みがおいてあり環境整備ができていなかった。また今までベットから降りるという動作なく一 せていただく。出来る限り頻回に訪室する。部屋に洗面台がない部屋や、目の届く部屋に移動さ
人で動かれるとは考えていなかった。
せる。コップや楽呑みなど飲水できるものはひきあげておく。
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具体的内容
術後で右手より持続点滴中ルート類触るため両手不動手袋装着 ２２時３０分手袋装着し入眠モ 頻回の訪床をすべきであった
ニター電極が外れているため訪床する 不動手袋はずし持続点滴自己抜去しているのを発見する

背景・要因

改善策
訪床をもっと頻回に行う

術後に行うセフメタゾンを、朝の点滴と一緒にダブルチェックした｡その際は術後にやると分かって しっかり患者把握をできていなかった。
いたが、他の朝行う点滴と一緒にワゴンにのせたため、他の患者の午前中に施行する点滴と同じ
ように、午前に一緒に施行してしまった。施行時は術後に行う事を忘れてしまった
術後に尿量に対して補正を忘れる。
指示簿を常に見る事を忘れる。
術後に発熱した患者に指示のオルジス坐薬を与薬したが、２時間経過しても解熱しないため確認 ・病棟薬剤師が坐薬の保管場所を変更したが、看護師に伝わっておらず、ケースの名前を直すこ
したところ、セニラン坐薬を与薬したことに気付いた。オルジスと書いた坐薬のケースに、セニラン とを忘れていた。 ・坐薬の薬品名がアルファベットしか印刷されていなかった。 ・たしかにオルジ
が入っていた。患者は眠気と脱力が見られたが、他の異常は認めなかった。
ス坐薬であるという確認が不足していた。
術後の患者が朝痛みを訴えた為、指示書を見たが中止指示まで見ずにポンタールを内服させた。 ・禁忌薬やアレルギーの記載及び確認が統一徹底されていない。 ・中止薬が指示書の同じ欄に
３日後他の看護師より、その患者はピリン系が禁忌の為ピリナジンに変更していたと言われ、ミス 記載されていない為、見過ごす可能性がある。 ・指示書の中止欄の確認をする意識が低かっ
を起こしていた事に気付いた。患者への影響は認められなかった。
た。
術後の患者であり、その日の日勤でＩＣＵからＰＣＣＵへ転出してきた。ＰＣＣＵより転出してきてから 日勤帯で配薬した内服薬を間違えて夕食後にも配薬するよう手渡してしまったことや、配薬する
始まる内服薬が多く、日勤者がセットしていた。その日の夕食後に内服させる内服薬を直接手渡し 際、残数確認せず配薬してしまったことが重なりインシデントが発生したと思われる。
てくれたが、その際数量や内服時間は確認しておらず。そのまま患者配薬・内服させてしまった。
深夜帯の看護師が内服薬の残数確認をしてい際、内服薬が少ないことに気付き日勤帯・準夜帯と
続けて内服させていたことに気付く。
術後の患者に、眠剤を希望され投与し、その1時間後痛み止めの希望があリ、配薬した。前に渡し コミニュケーションの不足
た眠剤の包みを片付けようと思い、取ろうとしたらまだ飲んでいないといって、怒り出し謝罪した
が、担当ナースを変更しろといわれた。
術後の合併症の不整脈治療を行う為、電気ショック療法を試みた。その際、心室細動に移行し、 モニター記録から、同期していなかったことが明らかになり、モニターはベッドサイドのものを使用
ついで再度通電し正常リズムに復帰した。
した為、同期の確認を不明瞭なものとした。設定に際し複数人数での確認を怠った事が原因と思
われる。

指示書、注射伝票に術後と記入する。

術後の食事upパターンの変更によるコンピューター誤入力により、３分菜のところ５分菜を提供し コンピューター入力時の確認不足
た。
術後の創部へ心のう胸骨下、左右胸腔へJバックドレーン留置のまま病棟帰室。バック内の廃液 ドレーン固定時、歩行時、坐位保持時、ドレーンルートが屈曲しやすく、常に屈曲しいる状態が長
を捨て、バックを陰圧に直すもすぐ膨らんでしまった。ドレーンの接続部を確認すると、ルートから いので、ドレーンのルートが破損しやすい状況だった。
10cmのところで廃液が漏れていた。
術後の点滴の混中間違い。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
術後の内服薬処方が出ていたが、控伝票がでていなかったため、準備されておらず、翌日まで与 指示箋の取扱誤り。
薬されなかった。
術後の排尿量により利尿剤をする指示があった。多い時，少ない時の指示を反対に実施してしま 指示についての申し送りの情報に頼ってしまう。
う。
術後の訪床時に胃管を自己抜去されているのを発見
鼻が痛かったため抜く
術後の麻酔覚醒時のリバースとして使用する予定の“硫酸アトロピン＋ワゴスチグミン”を、誤っ 看護師Ｂは指示内容を正しく把握していたが、アンプルを取り違えた。また、取り違えた薬剤が紛
て、“硫酸アトロピン＋エフェドリン”を注射してしまった。医師Ａの指示で看護師Ｂが準備 し、医師 らわしい状態で配置されてはいなかった。
Ａが注射をした。
術後の眠前に抗生剤投与の指示が出ていた。忙しくてつなぎ忘れていた。準備していたボトルが 時間処置のチェック 新人の業務量 多重課題
残っていたので、他の看護師から確認され気づいた。
術後ハイドロコートンを０時に投与の指示が出ていたが、術後指示欄になかった。一般指示の欄 医師との連携
に記載されており、医師からの伝達もなかったので、気づかなかった。勤務交代時に、指摘を受け
３０分遅れで、投与した。
術後一時、軽度の不穏状況にあった患者だった。不眠時レンドルミン内服指示がありまた、吃逆 不穏の危険性がある患者の内服後の観察が不十分であった。内服後の転倒の危険性を考慮し
が続くこともあり入眠希望されレンドルミン内服した。内服前は明らかな不穏言動はなかった。その 転倒防止策を実施しておく（離床センサーの設置）べきであった。
後便意がありトイレ歩行しようとベットを離れた際に病室で転倒。同室者のナースコールにより発
見。足元はふらつき、目もうつろな状況であった。頭部含め腫脹や損傷は見られず、疼痛の訴えも
なかった。
術後右胸腔ドレ―ン留置中、ドレーン接続部とバックへの接続が外れシーツ、床が排液で汚染し 前回同様の事故が発生していたので、確実な防止対策を立てていく必要があった
ていた。
術後患者のバルンカテーテルが膣に挿入されており、帰室１時間後に気付いた。３０分たっても尿 膀胱洗浄時、バルンカテーテルの挿入部まで観察できていなかった。 膀胱洗浄後も尿の流出が
の流出がなく腹満もあったので、Ｄｒに報告し膀胱洗浄したが、その時にバルンカテーテルの挿入 なく、腹満も変化無かった時点でＤｒ、他のスタッフのに報告をしたが、診察依頼はしなかった。
部は観察できていなかった。１時間後も尿の流出がなく腹部は緊満していたので、バルンカテーテ 「バルンカテーテル＝膀胱に入っている」という思いこみがあった。
ル挿入部を観察すると膣に挿入されていることが分かりＤｒに報告する。Ｄｒ診察後、Ｄｒが患者に誤
挿入であった事を説明し、バルンカテーテルの入れ替えを行った。患者は「違う所に入ってたから
オシッコでなかったんやね。」と言われていた。
術後患者の鎮痛剤として麻酔科研修医が麻薬を１０倍量で調整した。翌日主治医がボトルに記載 指示表に記載してあるｍｇがＴに見え１０ｍｇのところ１０Ｔ与薬してしまった。与薬準備時に、指導
してある量が多いのに気付き麻酔科医に確認したところ、過量であったことがわかった。
医はいなかった。
術後患者の痛み止め（ボルタレン坐薬）が1日1回の指示であった。激痛ありソセゴンも施行されて 医師は、1時間後に使用してよいと術後に口頭で指示し、受けた看護師は1時間毎と受けとめ、
いたが、日勤の看護師がボルタレン坐薬を1時間毎に使用して良いと医師から口頭で指示があっ カーデックスに記載してしまったために起きたミス。口頭指示を受けたこと、1日1回と指示があるの
たと思い込み、カーデックスにそれを記載したため、夜勤受け持ち看護師（経験者だが採用された に、術後だから1時間毎なのかなーと安易に受け止めた新入看護師、フォロー体制の甘さなどの
ばかり）が2時間半しか経過していないのに再度、ボルタレン坐薬を挿入した。
問題
術後患者の不穏に伴う挿管チューブ、胃チューブの自己抜去
開頭術後麻酔後状態。（多忙）
術後患者の硬膜外麻酔チューブが外れるはずのない部分の接続が外れていた。
ロック式では無かったため。患者の確認不足及び観察不足。
術後管理表での管理が中止となった。医師の指示簿にはパンスポリン１ｇと生殖１００ｍｌの指示 医師が書いた医師指示簿とオーダリングの入力が違っていた。
だった。オーダリング入力をしていなかったので、他の医師に入力してもらう。薬局からあがってき
た薬品をみるとドイルだった。医師の指示録をみていた医師より入力間違いをし指摘される。
術後帰室した患者のＮＧチューブを開放するのを忘れた。深夜の看護師が気づき開放する。
確認不足
術後帰室時、ＢＰ７３／４９ｍｍＨｇと低くＨＲ４０？４２と徐脈のため主治医へ報告。口頭指示で、エ 経験不足と思い込み。
ホチ－ル１Ａ・硫酸アトロピン１／２Ａを準備している間に、指示を処方箋に書いてもらう。処方箋を
見たら、エホチール（点注）と書いてあるにも関わらず静注と思い込み、各々を静注してしまった。
１５分後ＢＰ２００／８８ｍｍＨｇと上昇し、主治医より「エホチ－ル点滴ボトルに混注した？」と言わ
れ間違いに気付いた。
術後血圧が170/100前後となり医師に報告後ペルジピン投与の指示あり。側管より術後より薬液 指示量、設定時確認したが、三方活栓の接続を確認してなかった。
２名で確認したため、
が接続されており、輸注ポンプ接続し、1ml/hにて開始。２人にてセット確認した。１５分毎に血圧測 なれ合いがあった。 インターリンクではなく、三方活栓につなかれていた。
定していたが、血圧が下がらず１ｈ後ルートを確認し、三方活栓がOffになっており、投与されてい
なっかた。積算量は1ｃｃになっていたが、アラームは鳴らなっかた。

確認の徹底、食事upパターンの追加
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記憶で行動することなく必ず指示簿を読むようにする。
・病棟薬剤師との連携を充実していく。 ・疑問に思ったときは、必ず他のスタッフ等に確認してか
ら行動に移す。
・患者に新たに禁忌薬およびアレルギーが出た時には必ず統一のところに記載する。確認も必ず
そこで行われるよう教育が必要。 ・中止薬や開始薬は一目瞭然で分かるように指示書の改善が
必要 ・指示は見落とす可能性があるということを頭に入れ、注意深く指示の確認にあたる。
残数確認は確実に行い、確実に配薬・内服させる

普段から患者とのコミニュケーションを図っていく
手技・処置に際しては十分な経験をもつ上級医の指導・監督のもと、複数人数による確認を怠ら
ず、機械の操作に関しても同様の配慮をする事が必要と考えられた。又事故合併症の発生に当っ
ては、転帰の如何に関わらず患者及び家族に対し、誠実に対応する事が望ましいと考えられた。

Jバックドレーンのルートが短く、固定しにくい、屈曲しやい状況なので管理の方法を見直す必要が
ある。
慌てず、落ち着いて確認をする。
指示箋等の取扱の厳守、マニュアルの見直し(統一ルールの検討)
指示簿については、何度でも確認をするようにする。
緊急手術と言うこともあり繰り返し繰り返し話をすること 覚醒状況を見て毎回訪床時に説明する
注射薬準備に際しては、３回確認するとともに、そのうち１回は声に出して確認する。その後、当該
部署では、医師にシリンジを手渡す際、使用したアンプルも見せて確認してもらうという対策がとら
れている。評価部会では、声だし確認の重要性が再確認された。
時間ごとの業務チェックの徹底 新人の能力に応じた業務量
術後指示は医師と再確認する。 指示書の見落としが無いよう確認・点検する。
転倒後は看護師詰所横の部屋に一時移動、離床センサーを設置した。

固定方法の検討など、外科医も含めて検討していく
膀胱洗浄時、バルンカテーテルの挿入部まで観察していく。 膀胱洗浄後も尿の流出がなく、腹満
も変化無かった時点で報告をするだけでなく、診察も依頼していく。 「バルンカテーテル＝膀胱に
入っている」という思いこみはしない。

決められた薬剤、単位はあらかじめ印刷できるように、指示書のフォーマットを変更することを検討
中。
口頭指示受けの運用マニュアルを遵守していない。徹底する 新人、新入職員の業務のフォロー
体制を明確にする。 薬理作用の学習をする
つなぎ衣への変更、抑制の強化
ロック式に変更した。術後患者様の接続部の確認をすること。
指示録と注射を手順通りにダブルチェックする。
複数の看護師で関わる場合は最終責任者は誰かを明確にしておく
オーダーの確認の時に、注射方法の確認をダブルで行なう。

ポンプだけでなく、ルートが確実に接続され投与されているか確認する。
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具体的内容
術後血圧上昇あり、医師の指示で点滴薬剤が追加となった。担当ナースは指示の点滴を開始し
た時点で、別の点滴薬剤を中止した。他のナースが指示と違うことに気づき発見。
術後血糖チェックをしスケールに沿ってインシュリンを注射していた患者だったが、10/5で血糖
チェック中止の指示がでていた。看護オーダーに今日はないなと思いながらもカルテに戻っておら
ず夕食前の血糖チェックを行いスケールに沿って2単位インシュリンを注射してしまった。
術後採血のオーダー指示が出されていた。早朝、採血の際に術前に採血することにおかしいと疑
問に思い、ラベルを確認したが術後指示分であることに気づかなかった。そのまま早朝に採血して
しまった。
術後酸素投与の指示がないまま、看護師は酸素投与を実施した。

背景・要因
医師の指示が出ていないことに、思い込みで業務を行ってしまった事と、確認不足があった。
カルテに戻って確認をしていなかったため。また、患者別フリーシートに術後の指示をいつまでも
はさんでおりそこでしか確認をしなくなっていたためそこだけの確認になっていたため。
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点

改善策
思い込みで業務を行わない様日頃から注意し、点滴など薬剤に関することは十分に確認、判断す
る。
術後重症板からおりた後は術後指示ははさまないようにする。少しおかしいなと思ったらすぐにカ
ルテに戻るようにする。
・コンピュータ入力分の採血一覧表を、リーダー・フリー看護師が共に検体と照合し確認する。 ・
おかしいと思ったら相談する。

麻酔科医は主治医が指示を出すと考えていた。主治医は麻酔科医の指示で実施していればい 手術後の酸素投与は麻酔科医の意見を参考に、主治医が指示表に酸素の量、時間の指示を記
い、と考えていた。看護師は習慣で酸素投与し、指示を確認しなかった。
載するシステムに変更した。看護師は指示実施表で確認し実施する。
術後指示表に１３時にポーティナーをオープンするとあったのでポーティナーをオープンしたが指 患者の状態にあわせて医師は指示をだしているのでしっかり指示簿を確認すればよかった。術中 指示は患者の状態にあわせ変わるということを念頭においてその都度その指示でよいのか確認
示表には医師がオープンすると記載してあり見落としてしまった。オープン後すぐに１５０ｍｌ出血、 のことも関連づけて考えられてなかった。
する。
クランプし再度指示をみると医師がオープンすると書いてあることに気づく。術中出血量が多く
ポーティナーオープン後、血圧低下、嘔吐ありすぐに医師に報告し指示もらい状態落ちつく。
術後車椅子での搬送介助中、留置針と輸液ルートの接続部が外れ車椅子の車輪にルートが絡 周りの環境にばかり気をとられ、患者様自身の観察を怠った。 注意力に欠けており、ルートの観 移送時、周りの環境だけでなく、特に輸液ルートがあるときは搬送時注意して患者様の手は膝の
まっていることに気づく。すぐ新しいルートに取り換え患者に謝罪をした。
察をしなかった。
上にのせてもらうよう協力してもらいルートが車輪に絡まらないよう注意する。
術後食Ｂ1日目牛乳禁の患者に流動食牛乳禁の食事を配膳してしまった。急いで病棟に電話した どちらの食事も牛乳禁止という点で勘違いをした。
ベルト盛り付け時 食札に載っている献立と食事内容を確認する。
がもう配ったあとだったので 喫食状況をみて術後食Ｂの食事も食べてもらう事になった。
術後創部出血多く、持続鎮静剤投与中で絶対安静の患者。刺激を与えない為、必要最低限の接 小児でも学童ぐらいになると、成人と同じく体重負荷で褥瘡発生は容易に起こりうることが、アセス 小児患者でも褥瘡は容易に出来るということを認識できたので、今後は褥瘡予防対策をとってい
触だけとしていた。その為踵部まではチェックしていなかった為、発赤形成してしまった。循環動態 メントできなかった。また、覚醒させたくないと言う思いから、接触を避け必要なことしか見ていな く。
は不安定で体位交換は出来なくても、踵部は除圧すれば予防できた。
かった。
術後多発性脳梗塞の合併があったが、循環動態は安定していた為、病棟帰室となった。理解力低 術後より、失見当認められ、帰室後は、トイレ移動の希望が強い患者であったので、夜間に一人 ４点柵、ナースコール指導、イエローマットの使用を行い、身体への影響を最小限に出来るように
下、失見当様の発言があり、トイレ移動の希望強く、日中車椅子で対応していた。移動時は、自力 で行動しようとすることは考えられた。その為、４点柵、ナースコールの指導、イエローマットを使用 する。危険が予測される患者に対しては、15分～20分程度の頻回な訪室、付き添いを行う。日中
での体位保持困難であり、介助で行っていた。深夜0時に同室の患者よりナースコールがあり訪室 していたが、頻回な訪室と患者の行動のタイミングが合わず、他患者かのナースコールで発見さ もどのようなメンタル面であったか記録に残し夜間に役立て、次の勤務帯にも活用できるようにす
すると、患者が仰向けに倒れているところを発見する。
れた。点滴が300ml/ｈで持続でDripされ、尿量も200ml/h流出も見られる事から違和感も検討する る
べきであった。これまでの、メンタル面、高利尿の状態の点を考慮し訪室のタイミングを計ることに
より早期発見につなげられたと考える
術後多発性脳梗塞合併し、見当識傷害認めていたが、循環動態は安定していたので病棟帰室し 今回脳梗塞の合併により、複視も見られていた為、ナースコールが上手く使用出来るような配慮も ナースコールの設置の工夫や、家族との協力を図っていく。引き続き転倒の予防をし、生活リズム
た。見当識障害に加え体動活発であった為、重症ケアルームに収容し日中は家族へ、付き添って 検討されなければならなかった。
を整えるよう配慮していく。
もらい、ベッドサイドにはマットを敷き転倒の危険に対応していた。就寝前トイレ誘導行った後物音
がし訪室すると、マット上に転倒しているところを発見。
術後点滴ソリタT1をT3で行った。特に副作用なし。
T3は維持液として比較的多用されていた。
T1使用時の確認、点滴内容確認、医師にも。
術後点滴の４本目のソリタＴ３ ５００ミリリットルと５本目のソリタＴ３Ｇ ５００ミリリットルを間違えて 深夜帯で多忙だった。輸液ボトルを手にとる時ボトルに貼ってあるラベルの患者氏名だけ確認し、 ５０ミリリットル入った所で本来の輸液に交換した。
接続した。同僚の深夜勤務者が訪室時間違いに気づき交換した。（２５分後） 同じ電解質液だっ 注射伝票と確認照合しなかった。 始業時に輸液と伝票を確認しなかった。
たので、大きな影響はなかった。
術後点滴の指示はソリタＴ３ー２００であったが、ソリタＴ３ー５００を施行してしまった。
伝票確認ミス。
ダブルチェックの徹底。
術後点滴指示がされていた。薬局から2セット運ばれてきたので 伝票と確認したが、注意書きを 思い込み、指示箋の内容について理解していなかった。
指示箋等の確認作業については、細心の注意を払い、ダブルチェックを行うよう指示
見落とし、翌朝再度滴下してしまった。
術後当日であり、家人の付き添いの元、術後の輸液を実施していた。患者はJCS２ー３であり、受 家人が付き添っているからと観察が不十分になっていたことが考えられる。
失見当識があり点滴刺入部を包帯などで保護すればよかったのではないか。
け答えはスムーズだがやや失見当識があった。23頃家人より点滴を抜いてしまったとナースス
テーションへ連絡あり、訪室すると患者より点滴が終わったと思ったから抜いたと。点滴はまだ半
分程度残っていた。家人より消灯後より点滴をしたまま歩こうとしたりしていたと。主治医に報告
し、本日の点滴は中止となる。患者の状態に変わりはなかった。
術後当日で疼痛の訴えがあり、疼痛指示を確認の上ペンタジン１Aを筋注した。ステーションに戻 術後の重症経過記録が２枚重なっており、１枚目の指示を見てその患者の指示と思いこんでい 声に出して名前と指示を確認する。重症経過記録は重ねず１枚ずつにする。
り、疼痛指示を再度確認しているときにレペタンの指示であったことに気がついた。別の患者（術 た。名前と指示を確認していなかった。
後当日）の疼痛指示にペンタジンが出ており、それを見ていた。
術後内服中止にな離インスリンに切り替わっていたが、術前の処方を確認不足で投薬してしまっ 投薬ケースから除いてなかった。
処方マニュアルの周知徹底
たためインスリンとスターシスが重なって投薬された。
術後病棟帰室され、精神面・血行動態安定していた。夕方よりやや多弁になり、落ち着きが見られ 術後利尿期に入り尿量が多かった為、頻回の訪室の際尿道カテーテルの屈曲などで閉塞が起き 勤務時間の経過の中で患者の状態が変化している場合早めの、プラン変更と、スタッフ間の情報
なくなってきた為、頻回に訪室を行っていたが、尿道カテーテルを自己抜去されてしまった。
ていないかなどの状態をもっと観察するべきであった。更に患者がやや不穏傾向になってきたとき 共有が出来る体制を整える。
から、危険の予測を立てるべきであったと思われる。
術後貧血の患児に、２cc採取の指示だったが、５cc採取してしまった。
確認し行ったが、実際は必要以上を採取してしまった。
自分が今、何をしているのか、きちんと考えて処置はすべきである。
術後頻回に訪室していたが、点滴自己抜去していた、次にモニター波形乱れあり訪室すると既に 患者状態把握
頻回な訪室とともに安全を確認、必要に応じ家人と本人承諾を得て保護帯の使用し安全を確保す
ベットの下に下りていた。異常なし。
る。可能な限り一人にしない。
術後薬の開始予定日に与薬し忘れてしまった。 翌日の朝から与薬に変更した。
指示箋の確認漏れ
確認作業の徹底。患者管理については、スタッフ間で正確に申し送りを実施するよう指導。
術後輸液の順番及び輸液量を勘違いし、１本６時間の指示を5時間で２本滴下してしまった。深夜 １８：００時の手術終了と配膳業務が重なり、指示箋をよく確認せず見間違えている。 内科での術 実施後のサインは見やすく記載する。 注射実施時の指差し呼称で声だし確認の基本を守る
看護師の指摘で輸液の過剰与薬に気づいた。内科より転科時の術前輸液実施のサインが術後輸 前輸液実施のサインの記載が術後輸液近くにされていた。
液の近くにサインの記載があり指示箋が見にくかった。又、手術終了が夕食の配膳業務と重なり
余裕がなかった。
術後譫妄状態の患者。呼吸器装着中であるが、セデーションはしていなかった。ＩＶＨ，ドレーン、挿 患者の術後譫妄によるもの
足も要注意とした ケアは2人の看護師で行うように指導した。
管チューブの抜去予防のために両上肢は抑制していた。体動が激しくなり、セルシン、レペタンで
セデーションを行い，入眠されていたが、ＭＡＰ開始となり、上下肢体動激しくなり、足でＭＡＰの根
元からルートを自己抜去してしまった。
術前、硬膜外麻酔のため体位をとったところ、患者が足の違和感を訴えたため、血栓予防のポン 原因不明。
患者に予想外の疾患があることを説明。手術延期の説明をした。
プを停止。硬膜外麻酔施行後、下肢シビレ感増大。鈍痛。通常の硬膜外と状況が異例、また体位
をとった時点で違和感を注記したこともあり、手術を中止させることとした。手術中止後ＭＲＩにて腰
椎検査。異常ないことを確認したが、原因は不明。
術前２時間前より、３０分毎に計３回ミドリンＰとジクロードの点眼を行う指示があり、施行。３回目 手術時間がせまっていたため、点眼施行時、そのつどの確認を怠り、思い込みで施行したために 基本の３回以上確認と声かけすることを指導する
の時、左右を間違えて、右にするべきところを、左に点眼してしまった。
起こった。
術前チェックの胸部レントゲンにてＣＴ撮影の必要性が指摘されていたが、その指摘に気づかずＣ 医師の確認不足、読影書類の紛失
確認を必ず実行する。書類に確認印をつければよい。
Ｔのオーダーが遅れた。
術前に2人の患者の薬剤の準備を行っていて、患者を間違えて準備してしなった。投与する前に、 確認不足
準備表、患者氏名、等を、準備終了後再確認を行う。
麻酔医の指摘にて判明し、その後準備に問題なかった。
術前に器械カウントを怠った為、最終のカウントが合わず紛失した器械を探すのに時間がかかっ 基本的な確認を怠った為。
術前、術後の交代時の基本的な決まりごとを守り、指差し確認等を徹底する
た。 （最終的にはハイスピード内に器械が落ちていて発見できた）
術前に指輪をはずさず患者様を手術室へ案内した
確認不足
術前チェックリストを活用する
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具体的内容
背景・要因
改善策
術前の患者であり、オペ室へ出頭する前に術前の抗生剤をルートの側管より投与しなければなら 時間が決まっておらず、充分に準備する時間が持てなかった。看護師同士で誰が責任をもって行 オンコールであっても前々よりトレーに術前に施行する物を出しておき呼ばれたときにすぐに準備
ないが時間がオンコールであり、急いで出頭したが抗生剤をつなぐことを忘れていた。
うかを決めておらずお互いに人任せになり施行できなかった。
できるようにそなえておく。誰が責任を持ってするかを決めておきお互いに人任せにならないよう
にする。術前にするべきことのチェックリストを作成しもれないようにする。
術前の患者の不安を和らげようと、術後の別の患者に話を聞いたらどうかと、ナースが自己判断 医師の治療スケジュールと計画、インフォームドコンセントを混乱させた。 患者の情報守秘義務 患者の治療に関する情報は主治医と情報を共有する。患者情報の守秘、インフォームドコンセント
で話を持ちかけ、患者の面談設定をし行った。
に対する認識不足。
に対する認識不足に対し、現場での指導、教育を行っていく。
術前の検査指示が数日間出ていたが、開始日について誤認があり実施しなかった。
指示の見落とし
カンファレンス時に職員に対して、書類等の取扱に注意するよう指導。
術前患者の前処置で手間取り、手術前の抗生剤の注射を実施することを忘れてしまった。OP室 チェックシートの活用がうまく出来ていなかった。 検査データの不足があり、看護師があせってい チェックシートの確認を行う。 oｐ患者の事前の準備が悪く、師長も確認できていない。
のNSに頼んだが、oｐ時間が少し下がった。
た。
術前筋注の指示があり、準備し患者様のベットサイドに持って行った。 施行前に、他の看護師が ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
看護師の知識不足を補う チェック体制の再確認（複数確認の厳守）
気づき、再度準備し直して、筋注を施行した。
術前指示として１３時に下剤与薬があったが忘れてしまい、１６時の申し送り準備で自分の情報板 ・業務計画の不備
・経時的な業務計画の立案
を確認したところ、与薬忘れに気づき医師に報告し、時間遅れで与薬した。
術前処置でニフレックの指示があり、10時に250ml内服してもらった。その後、30分毎に250ml内服 ニフレックの薬効を理解していなかった為、15分毎に250ml内服進めることが出来なかったと考え 薬効等、必ず確認する。カルテマニュアルで必ず確認する。患者の協力が得られるよう理解しや
を進めていった。15時に残750mlあることをリーダーより指示を受け、その後、15分毎に250ml内服 る。また、どの位の量をどの位内服していけばよいのか、カルテマニュアルで確認、さらに先輩に すい内容で説明する。時間を忘れないよう、ストップウォッチを用い、時間厳守を心掛ける。
するように進めた。ニフレックの内服処置で2時間2L内服をかなり時間オーバーしてしまった。
確認していくことができていなかった為と考える。
術前精査目的で入院中の患者。血糖コントロールのため、スライディングスケール使用しインスリ
ン使用中であった。朝食前血糖90mg/dlであったため、すぐに朝食摂取してもらおうと配膳した。そ
の際Ａ氏（DM食）とＢ氏（腎臓食）を誤って配膳した。
術前中止となっていたワーファリン再開になったもの内服させず。本人管理となっていたが本人看
護師」に預けたと、確認したが、看護師は預かっておらず、その日は内服せず、次の日確認したと
ころ本人がもっていた。
術前訪問の際、病棟師長より「頭右半分の剃毛はどうしたらよいか」と聞かれ、手術室で行うと返
事した。主治医は病棟で施行する指示のつもりだったので、手術室で剃毛を行った分、手術開始
時間がずれた。
術前訪問用紙の現病が明らかに違う。実際は交通事故だが転落と記載、左上肢切断と記載ある
が両上肢切断されていない
術前薬として眠前に与薬するドラールとラニチジンは与薬したが下剤のプルセニドを与薬し忘れ
て、次勤務者が気づいた。
術中グラフト吻合に使用する糸針を、術野に出したが戻ってこなかった。医師から持針器が戻って
きた時点にて針の紛失に気づいたが、その後直ぐに探したが見つからなかった。
術中に使用する為、病棟よりロセフィン１ｇ２Ｖ、生食水１００ｍｌが持参された。手術部看護師がそ
れを受けとり手術室で麻酔医へ手渡した。９：００より抗生剤が滴下され、残りのロセフィン１ｇが外
回り看護師へ渡され、患者様が帰棟される際、病棟看護師へ渡された。帰棟後、主治医が術中に
１ｇしか投与されてない事に気付き、病棟看護師長より確認の連絡あった。
術中ボルヒールを使用するかもしてないと医師より言われたが、同意書がなかった。結果的に、ボ
ルヒールは使用する必要までもない時点で終了した。
術中より血圧の上下が激しく、イソフルレンの量を頻回に調節する必要がありました。手術も終わ
りに近づきましたが、血圧が170台持続、術者よりヘルベッサー250mgを生食100mgに溶かして、
時間5mlでの開始指示。開始しました。ところが、点滴ポンプのブザーが鳴り、気泡が入っていると
合図。気泡を抜くため、点滴ポンプを開き、気泡をたたいて追い出していたところ、点滴のラインが
輸液ポンプから外れてしまっている事に気が付きませんでした。術者が手術が終わり、麻酔を手
伝いに来ました。まさにこの時、患者様の血圧低下。術者がヘルベッサーが過剰に入っている事
にすぐ気が付き、すぐにヘルベッサー中止。昇圧剤開始。麻酔科医長もすぐに来ました。昇圧剤に
て血圧130台キープ。患者は無事覚醒し、抜管。HCUに1晩泊まりましたが、問題なく、HCU退室。
現在意識清明、麻痺等もなく、経過は良好です。
術中眼内レンズ挿入術を受けた患者用に、シールを貼付したｏｐｅ記事を用意しておいたが、術後
医師が用意しておいたのとは違うope記事に記入してしまい､そのことに気づかず病棟看護師に申
し送ってしまった。その後､シールの張られた白紙のｏｐｅ記事が残り、そのことが発覚。病棟にシー
ルを持っていってもらった。
術中体位交換した際電気メスが患肢の下敷となり誤作動で術野とは離れた部位に小さな火傷を
発生させてしまった 数日間創の処置 観察後治癒
術直後。終了した抗生剤点滴を「もう一回繋いでください」とＮＣあり、意味不明の言動認めた。睡
眠薬の希望あるも、ＯＰ終了後で水分摂取禁であることを説明するも聞き入れず、主治医に報告
し、少量の水分で飲ませて良いと指示あり、服用する。その後、眠ったと思っていたら物音がして
訪室すると、弾性ストッキングのまま、ベットサイドに降りようとして､滑って転倒。患者さん,｢点滴繋
いでもらおうと思って｣と。転倒時,前顎部創。ステリーテープで止血する。
術直後で、麻酔より半覚醒の状態で、挿管中であり体動が激しかった為、時折鎮静剤を投与して
いた。受け持ちナースは休憩中であった為、別のナースが看ていたが、アラームが鳴り見に行くと
動脈ラインが抜けていた。
術当日NGチューブ、ペンローズチューブを自己抜去した。
術当日より血糖値が高めでヒューマリンＲの持続注入中であった。２１時に血糖チェックの指示が
あり測定すると１４７ｍｇ／ｄｌだった。１５０以下の時は減量の指示があったが気付かなかった。深
夜勤務者に申し送りの時に指摘され、減量する。低血糖など患者様への影響はなかった。
術野洗浄時ガーゼカウントを行ったときは枚数は合っていた。１０分後再度ガーゼカウントを行っ
たとき１枚オーバーしていた。使用後ガーゼの中に１枚線なしガーゼが入っていた。
准看護師の介助で患者は車椅子に移動した。Ａ階からＢ階フロアに自分ひとりで下りて、散歩をし
ている時に尿意を催した患者が、身障者トイレに1人で入り、移動時に力が思うように入らず、便器
と壁に挟まれてしまった状態でいるのを、リハビリ室スタッフが発見した。患者は大腿骨頚部骨折
後のリハビリ中の患者だった。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

・ネームバンドでの患者確認を確実に行う

ワーファリン自己管理、看護師管理の患者様がいた。患者との確認不足。上席者の報告、確認不 患者との確認。上席者への報告、確認。ワーファリンを看護師管理とした。
足。
全剃毛で特に右半分の剃毛を十分に行うという意味を早合点し、部分剃毛と思ってしまった。

指示書の疑問点は直接主治医に確認する。

間違った情報収集、記載が行われた

名前の確認。患者より聴取した情報が正しいか否か、手術室看護師は術前に確認しておく。（術式
など）
・手術前の看護について再学習 ・薬剤保管場所の統一

・手術前夜の前処置内容の知識不足 ・薬剤保管場所が異なるための取り出し忘れ

グラフト吻合に使用する針は、特に小さく紛失しやすい。術野に出した、針に対しての針バックまで グラフトの吻合に使用する針を使用する際、器械台はじめ周囲の環境整備をしっかり整える事。
の管理が確実に行えていない事が、発生の原因であったと考える。
又、術野へどれだけの針糸が出ているか、確実の把握する事。医師とのコンタクトを取り、戻って
きた針糸を確実に受け取れるようにして行く。
抗生剤の滴下時、麻酔科医、手術部看護師、術者が“量”について確認し合っていない。 ２Ｖある 麻酔医、術者、看護師による声だし確認の原則を遵守する。.
のに残りの１Ｖをどうするのか、麻酔科医・看護師が声だし確認したら、術者も確認に加わったの
ではないだろうか。指示の確認不十分。知識が不足していた。医師と看護職の連携不適切。その
他の連携に関する問題。教育・訓練が不十分だった。
医師が事後承諾でよいと思っていた。 手術前に手術の同意書と一緒に血液由来製剤の承諾を 事後承諾ではなく予め予測される輸血や血液由来製剤の承諾書は取っておくように医師へ指導
とっていなかった。
する。 看護師も手術前に承諾書の有無を確認する。
・術中より、血圧が高く、患者の体が小さい割に、イソフルレンの濃度が濃かった。 ・輸液ポンプ ・何が起きても、まず、基本的な事に忠実に冷静に対処して行きます。（輸液ポンプを触る時には
を扱うのは初めてで、使い方がわからなかったにもかかわらず、外回りの看護師も忙しそうであっ まず３方活栓を閉じる。） ・今まで、看護師さんがされていた事で、した事のない事は、自分でやろ
たため、監督なしで、輸液ポンプに書いてある説明書のみを頼りに始めてしまった。その為、輸液 うとせず、監督、指導していただいた上でします。 ・どの患者様でも同じではない事を認識し、ど
ポンプの使い方を充分理解していなかった。 ・薬剤の効果、恐ろしさについて、充分理解していな んな点を気を付けるべきか、その都度、上級医の指導を仰ぎます。 ・
かった。 ・輸液ポンプのブザーの音の大きさに焦ってしまい、三方活栓を止めてから扱うという基
本的な事を忘れてしまい、冷静さを失っていた。 ・一つの事に捕われてしまい、周囲を見渡す事
が出来なかった。
白紙のope記事をシャーカッセンにはっておいた事。医師がシャーカッセンの左側から順番に取っ ope記事に患者の名前を書き､患者のカルテと共においておく。申し送り時に、ope記事の二枚目に
ていくものだと思い込んでいた事。
シールが貼付されているかを確認すること。
電気メスを手術台に置く際 ホビー袋を使用しなかった 業務手順に問題があった

術中 ホビーを使用あるいは術野に準備した際はホビー袋を必ず使用する

前回も点滴で拘禁症状を呈した患者。もっときめこまやかな観察が必要であった。

ウーゴ君の装着。

他の患者の対応もあったため、ベッドサイドから離れ、患者からも目が離れてしまった。

テープ固定だけでは危険と思ったときは、シーネ固定をおおなう。患者に協力が得られず、体動が
激しい時はベッドサイドを離れず、離れる時は他のメンバーに看てもらう。

業務手順の問題点
指示が用紙の都合で途中から横に記載されていて気付かなかった。

せん妄状態など予め予想できそうなことは、予防策をたてる。
指示を十分確認する。 記録用紙の改訂。

ガーゼカウントにおける新人教育

教育指導者 プリセプタｰと確認し再度指導を行う

患者はリハビリ中で、少しずつＡＤＬが上がってきているところで、自分で出来ることとできないこと
の区別が明確になっていなかった。療養型フロアであるＡ階のエレベータのボタンは、患者が容易
に触れられないような工夫をしているが、意識レベルはクリアで、見当識障害もないため、一人で
エレベータに乗ることが出来た。そのことに、看護職員は気付かなかった。看護師や理学療法士
は、患者に対して1人ですること、見守りが必要なこと、介助が必要なことを明確に指導していな
かった。
准夜帯、夕食直後患者様の下痢が数回続いた。経管流動の「メイバランス｣によるものなのか栄養 確認が不十分であった。相談当日に栄養士作成による詳細アドバイスの書類が病棟に届き職員
士に相談する。「注入速度｣、「保管は常温」との情報を受ける。
間に情報が共有された。短い時間で注入していたことがわかった。
循環器科よりの処方で、アカルデｲカプセル1.25ｍｇのところ2.5ｍｇを調剤した。患者様より帰宅
１ 規格が２種類有る事は分かっていたが、充分確認出来ていなかった （1.25ｍｇと思いながら、
後、薬の色が違うと電話有り誤りが分かった。
手が2.5ｍｇを取っていた） ２ 調剤室の人員が少なく、第２監査と最終監査が同一者であった。
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リハビリ中の患者に対して、看護師や理学療法士は、患者に対して1人ですること、見守りが必要
なこと、介助が必要なことを明確に指導する。患者に対して、他のフロアに行く時にはスタッフに声
をかけるように協力を依頼する。患者がエレベータを使う時には、スタッフがわかるようなシステム
を導入することが望ましい。ただ、面会人が使用することもあり、実施は困難である。
作成された書類を職員へ申し送ることにより情報共有を行った。注入速度を改善する。今後も観
察の徹底を申し送る。
１ 規格が２種類ある場合は、繰り返し規格を確認する。 ２ 同一者が監査する場合は、思い込
みをなくし、新規に監査するつもりで、処方箋を確認する。 ３ １人あるいは２人で調剤・監査する
時は、自分にあった的確な方法 を普段から身につける訓練をする。
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具体的内容
循環器科より紹介があり時間外で受付し緊急でＭＲを行った後､診察を行い手術を１、2年後くらい
までに勧める話をされていた診察後白紙の処方箋を無意識に処分して次回受診日の確認のみを
して患者を循環器に戻してしまった処方について救急外来に問合せがあり４日に来院して処方薬
を渡すことになった本人の疼痛が強い為２日に救急外来に受診し処方を受け取リ帰宅した10日患
者宅へお詫びの電話をした
循環器内科よりワソラン注射の依頼あり。注射指示には静注と記載。本来の血管確保・点滴の指
示がなかったので循内の医師に確認。指示間違いのため正しい注射伝を再発行したとのこと。ク
ラークに確認。再発行の注射伝は破棄されていた。再度医師に注射伝を発行してもらい施行。
循環器薬剤のニトロダームテープが看護室と病室（患者のベットサイドの両方にセットされていた。
テープ貼り換えの時に看護師が発見。重複投与はされなかった。実施された場合は血圧低下など
の副作用がでたかも知れない。

背景・要因
他の患者のXーP探しを師ながら診察についたため注意力の散漫があった

カルテの指示をしっかり確認すること

改善策

ルール違反（注射指示は医師から看護師に直接伝達してもらう）循環器内科は看護師がいない

・ルール遵守

就寝時薬や今回のようなテープの管理は各病棟によって管理の方法が違う。薬剤師にとっては間 就寝時薬・テープ類の管理を各病棟共通にできないか討議したが、自己管理できる患者層とでき
違いの元となっている。また、各病棟担当の薬剤師の調剤・配薬手順が薬局にはなかった。
ない患者層の比率が病棟で大きく違い、看護師が効率的に業務遂行できる事を考慮すると統一
するのは現実的ではないという結果であった。病棟担当の薬剤師は数ヶ月固定で配置となるた
め、各病棟の調剤・配薬手順を薬剤師の立場で作成することにし、配置が変更になるときはそれ
に基づいて申し送っていただくことにした
準自己服薬者の夕食後薬の残薬点検時、１Ｐ不足していることに気づき、空の薬袋も1回分多く1Ｐ 患者が内服時、少し、興奮状態で内服に集中できなかった事が考えられる。
興奮状態がおさまった状態で内服してもらう。また、内服時、都度、看護者に見せてから内服して
多く内服している事に気づく。内服時、他の患者とのトラブルもあり気が動転していたとの事。当直
もらう。
医に報告、様子観察の指示もらう。
準備した昼の注入食を患者の所へもって行くとき、1人分の注入食を手に手に持ちかえた際、手が 一度にたくさんの注入物を運ぼうとした。
一度にたくさんの注入食をもたず、病室ごとにもっていく。 配るさい、イルりガートルのチューブが
すべり床に落とす。再度、病室へ行った時、他の病室の患者の注入食も持参しておりイルリガート
からまないように注意する。 慌てず、ゆっくりと考えながら、慎重にする。
ルのチューブが絡み落とす。
準備した点滴内容を入れるトレイがなかった為、違う患者だと思いながら、他の患者と同じトレイに １）1つのトレイに２人分を入れていた。 ２）２種類有る点滴の１本だけ確認し、もう１本は確認せず １）１つのトレイには１人分の準備だけをする。 ２）何種類かの点滴がある時、点滴施行時は必ず
準備した。実施時トレイから点滴を取りだし、患者名を呼び点滴を見せ返事をもらったが、トレイか 印をつけていた。 ３）準夜帯で緊急手術があり、多忙であった。 ４）当日はフリーで、他チームの １種類づつ患者様と確認する。 ３）他チームの患者受持ち時は、情報収集を正確に行う。
らは違う患者の点滴を取り出していた。（２本あった点滴の内1本のみ自分の目で確認し患者に見 患者を受け持っていた。
せ、他の1本は患者名が反対側を向いていた為、確認できていなかった。）点滴刺入出来ず、他の
看護師に入れてもらった時、点滴台を動かして患者名が違う事が分かる。
準備完了を確認せずに、血液を流したためダイアライザーのリークが発生して全回路の交換を
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
臨床工学技士から対応策のマニュアルを作成してもらい、共有する。
行った。抗生剤の予防投与、次回透析時の採血。患者に負担をかけた。
準夜Nsから申し送りを受けるとき、抗生剤が前日分と当日分を3回ずつ出されているが、前日分は 深夜の抗生剤が3回目だと思い、前日に処方された1つは返納するということで、深夜ではいかな 定時でいっているため、いかなくてもよいと思い込まず申し送りのときに確認する。
2回のみで1つは返納するよう送りがあった。そのため深夜ではいかないと思い、深夜で定時に抗 いでよいと思い込んでしまった。
生剤をいっていなかった。しかし、日勤Nsに指摘され、定時の2時間後にいった。
準夜が２１時の薬を準備している時、引き出しに入っていないないことにがついた。調べると、１６ 内服準備の際、薬包の時間確認を怠った。与薬車からの薬の出し方がマニュアル通りではなかっ 内服準備時は、名前・時間・が処方箋とあっているか、呼称確認する。与薬車からの出しかをマ
時と２１時の分が１１時と１６時に与薬されていた。１１時の分が引き出しに残っていた。
た。思い込みで行動した。
ニュアルに準じて行う。
準夜からの申送りで何度か訪床していたが巡視時にサーフロー自抜きしていた
不動手袋を使用していたが全て外されていた
処置室へベッドを移動する
準夜から深夜への申し送りで２２時と０時に点滴があることを送り忘れており施注されなかった。 確認不足。
勤務終了後もう一度抜けがないか見直しをする。
準夜から深夜への申し送り中、患者は入眠していた。申し送り後、準夜で使用したものの後片付 不穏にて、見当識障害を時におこす患者であったのに、入眠していることで安心してしまってい
本人の「ぐっすり眠りたい」との訴えもあり、不穏時指示のペンタジン１５ｍｇ、アタラックスＰ２５ｍｇ
けで患者近くを通りかかると、布団をはぐりおきようとしていた為、近寄るとＮＧチューブを自己抜 た。
を施行。申し送り前後で、観察が不十分にならないよう気を付け、必要時、抑制帯を使用すること
去していた。ＮＧチューブへの流出はほとんどなく、患者への影響は少ないものと思われる。（軽度
とした。
見当識障害のある患者で、不穏気味にて不穏時の指示のある患者であった。）
準夜から深夜への申し送り中”オーイ・オーイ”と声がしたため訪室すると患者がベッドサイドに倒 退院が決まった事を聞いて気分が高揚しており、眠剤が効きにくい状態であった事。また、眠剤の ４点柵は続行。夜間は聴取、柵は外せないように固定する。訪室を頻回に行う。
れているのを発見する。４点柵していたが、自己にて柵を外している。 ２１時にレンドルミン内服し 影響により朦朧状態になり易い事をアセスメントしていなかった。
ていた。
準夜で出勤し内服の準備をしていた、そのとき前日夕の内服が残っていることに気づく。主治医に 処方を見ながら内服確認し全ての患者さんの内服を出した後に再度確認し毎回与薬のカゴに戻 処方箋が数枚になり薬包袋が何袋にもなる場合は可能な限り1袋にする。
報告する。
した、しかし薬包袋が4つあり1つの薬包処方箋を見逃していた。
準夜で状態観察をしていたところ、TAE後2日目のＡ様の抗生剤が準備されていないことに気がつ 注射ワークシートの日付けの確認が十分にされていなかった。また、TAE後の抗生剤は2日目まで 注射ワークシートの日付けは十分確認する。患者様の状態に合わせた指示であるかどうかをよく
く。カルテには指示があり、日勤の受け持ちNsとリーダーに確認すると、Drが中止の指示を出した はルーチンであることを理解していなかった。
考え、Drに確認するときもTAE後2日目で、ルーチンでは抗生剤が必要な時期だが、それでも中止
とのこと。しかし、マニュアルではTAE後2日目までは抗生剤投与がルーチンであるため、再度Dr
でよいのかを確認していく。
に確認すると抗生剤投与が必要とのことで準夜で2回投与とした。その後、本日使用していた注射
ワークシートは翌日のものであることがわかり、日勤の受け持ちNｓもリーダーも日付けの間違い
に気付いていなかった。（抗生剤は当日までの投与で翌日からは中止となっていた）
準夜で朝からの注入食量変更の指示があった。ワークシートへ入力したが、入力ミスがありワーク ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問 ・パソコン入力の際、処置が継続されているか、完了になっていないか確認する。 ・処置入力の
シートが変更されていなかった。深夜勤務者の確認も不十分で、朝の注入量が変更されなかっ
題点。
際、ワークシートを表示し入力の確認をする。
た。
準夜で内服薬を準備中朝食後の内服を発見する。夕食後の内服と重なっていない薬を内服しても 確認不足
部屋持ちの看護師が確認をする。
らった。
準夜で訪室すると、オーバーテーブルの上に薬が１錠あり、患者に尋ねると昼は服用したとのこ 患者状態把握
高齢でもあり、内服するのを見届ける。
と、調べると朝の分と分かり服用する。
準夜で訪室すると、昼から痛くて痒いからストッキング外していいか聞いたのそのままでと患者か 訴えたときにすぐに対応していなかった・ 弾性ストッキング観察不足
弾性ストッキング履いている患者は毎日必ず脱いで観察っする 不必要な患者様にはすぐにス
ら言われる。ストッキング外すと線上に内出血有り
トッキングは脱いでもらう
準夜に入り、点滴の確認を行うと、医師の指示と違う、滴数で点滴が実施されていた。（6.6/時間 ミルク増量となり、滴数減量なるも指示確認せず思いこみで以前のまま実施。
点滴更新時には、医師の指示と注射箋を確認して、実施する。
指示が7.6/時間であった。）確認すると点滴更新時に間違え2時間経過してあった。
準夜のフリー看護師が夕方の点滴の準備をしていたときに、１７時接続の分のソリタＴ３ ５００ｍｌ １１日ヴィーンＤ５００ｍｌが施行されていたが、１８日より、ソリタＴ３Ｇ５００ｍｌとソリタＴ３５００ｍｌ、ビ 間違いに気づいたときには主治医は不在であったので、内科当直医へ報告し、そのままで良いと
がなく、ＳソリタＴ３Ｇ ５００ｍｌが残っているのに気づいた。 当事者はその報告を受け、すぐに、患 タメジン１Ｖ、アデラビン９号１Ａ、プリンペラン１Ａが追加になった。昼前に臨時で注射薬が上がっ のことだったので点滴は続行した。 １７：３０頃、主治医が来棟したので報告した。 伝票と点滴ボ
者様の所へ行き、点滴を確認した。 患者様の予定の分の中で、本体の点滴を間違って薬液を混 てきており、１２：３０頃２本目に接続予定であったので、１２時に点滴を準備していた。日勤看護師 トル、薬液を確認する。 患者に接続する前に点滴ボトルのラベルシールの内容を、再度、確認す
入し、施行していた。
は７名であったが、交替で休憩をとっており、残っていた看護師は４名。そのうち当事者と同じチー る。 作業を中断せざるを得ないときは、再度、作業に入る前に注意喚起ができるように、メモを作
ムの看護師は１名残っていたが輸血を受け取りに行っていたため、不在であった。点滴の準備の り、活用する方法を検討する。
途中でナースコールがあり、作業（袋より点滴ボトル、アンプルを出したところ）を中断、用件がす
んでから、点滴を準備したが、ソリタＴ３Ｇ ５００ｍｌとソリタＴ３ ５００ｍｌを間違えて薬液を混入して
いた。
準夜の看護師から患者のチエナムの皮内テストが偽陽性のためカルベニンを使用すること、オー 申し送り事項をきちんと把握しておらず確認不足だった。使用しないチエナムがセットされている 処方箋と確認するだけでなく、使用を中止する場合や薬剤を変更する場合もあるということを念頭
ダーがまだ出ていないということを申し送りを受けた。チエナムは使用しないので点滴棚にはセット かもしれないということを考えていなかった。
に置いて点滴の準備し施行する。
されていないと思いこんでいたがセットされており、カルベニンを使用することを忘れてしまってお
り、チエナムを施行してしまった。日勤への申し送り時に、カルベニンを使用したかどうか尋ねら
れ、処方箋を確認するとチエナムを施行してしまったことに気づく。すぐに師長に報告し患者のバ
イタルを測定するも変動な状態変わらず。主治医に状況報告し経過観察するようにと指示をもら
準夜の記録をしていて手術準備表の浣腸の欄に指示が出ていたのに気付く 夜間遅く患者入眠し 浣腸がないと思い込み 手術前準備表のチェック忘れ
巡視前に必ず手術前準備表のチェックをする
ているため浣腸は施行せず翌日朝に浣腸があるため 朝一番に浣腸して貰うように依頼する
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具体的内容
背景・要因
準夜の業務に確認与薬の患者の内服セットがあり、セットしているとスピトロペントのみが袋ごとな 確認する場所がいろいろあるため確実に統一できていなかった。
かったため、紛失したと思い探すが見つからず。残り何錠あればよいのか確認するためにHISで確
認したところ１W分足りないことがわかた。その時投与量が○/15より半減していた。カルテで確認
したところ記事も有りナースの指示受けもされていてが、内服の確認用紙には変更されていなかっ
た。
準夜の時点で翌朝に実施する抗生剤を溶解してしまった。
○/10の夕方新しく抗生剤が開始となった。翌日は腎機能障害のある患者の為1回/日の投与の
指示だった。翌日11日は日勤帯で投与済みであった。11日準夜帯においても昨日同様抗生剤を
実施するものだと思い込み注射箋を見てまず処置台に薬品を並べた。しかし、その時の内容確認
時、患者の名前と組成の声だし確認はしたが日付と投与時間の確認はできていなかった。溶解後
再度確認した時点で翌日の抗生剤を溶解してしまったことにきづいた。
準夜の巡視に行くと、ベッドの右側におりているところを発見。すぐにベッドへあげ、バイタル測定、 離床センサーマットは、ベッドの左側においてあった。胸帯を使用すべきであった。
胸帯を使用した。 本人はトイレへ降りようとしたと。
準夜の点滴を薬局に取りに行った際、廊下においてあったワゴンの上の翌日（日曜日の分）の準 準夜の点滴は所定の場所があることを認識していたが間違いに気づかず、日にちの確認もせず
夜のものを間違って持っていき、混注してしまった。
持っていった
準夜フリー看護師の業務で、翌日の点滴を準備していたところ、点滴内のネオフィリンが０．５Ａと 注射伝票にラクテック 【５００ｍｌ】１袋ネオフィリン【２５０mg／１０ｍｌ】０．５Ａ１日１回と記載されて
なっていた。本日２１時から９時予定の分にはネオフィリンを１Ａ入れたため、注射伝票を再確認し あった。 注射伝票の規格量の数字の【２５０mg／１０ｍｌ】ばかり確認、点滴ボトルに貼っている点
たところ、本日の注射伝票も０．５Ａとなっており、点滴内に０．５Ａ混注しなければならないところ、 滴シールにもラクテック【５００ｍｌ】ネオフィリン【２５０mg／１０ｍｌ】と記載してあり、使用量の【０．５
１Ａ混注してしまったことが判明した。
Ａ】に気づかなかった。また、点滴を準備している際、ナースコールがあったり、新しく、他の患者の
指示受けに気をとられてしまった。
準夜フリー業務で点滴を準備する際、ユニカリックＮの中にノボリンＲ１０Ｅへ減量になっている事
に気づかず、ノボリンＲ１５Ｅ混注した。０時に接続した。深夜の看護師に指摘され気づいた。２１時
ＢＳ１４６mg/dl、点滴接続したばかりであったため、ＢＳ測定せず、２１時の値を医師に報告した。

準夜より深夜への申し送りの最中に、他患よりＮＣあり。訪室するとベッドサイドに座り込んでい
た。本人はＢａカテーテル入っていること忘れてしまっていたようで、動こうとした様子。下肢の脱力
あり、全介助でベッドへ戻る。打撲あとなどは見られなかった。痛みもなし。２３時にもトイレ横の長
いすまで一人で歩き座っていたと言うことと、ここ数日衰弱も強かったようで眠剤も３種類内服（２０
時過ぎ）により、声かけでどうにか起きて返答していた。
準夜看護師がカタボンを追加する時、0時から減量になるところ､ポンプ流量変更せず。深夜始業
時点検・ポンプチェックでも気付かず、日勤看護師の始業時点検にて発見。指摘され主治医報告
しカタボンが５／ｈから３／ｈへ減量となる。
準夜看護師が夕食前の配茶のために訪室したところ、末梢より点滴施行中の患者の点滴ライン
の接続部が緩み、血液が逆流しベッド周囲を汚染していた。患者は床の汚れをティッシュで拭き
取っていた。出血量は不明。化学療法開始日の出来事であり、今後貧血等予測される。
準夜勤から深夜の申し送りの最中に 看護師さん・・・と呼び声がし訪室するとベッドサイドにうつ
ぶせで倒れていた 本人は寝ぼけて家に居ると勘違いし一人でしたトイレに行こうしたといってい
た 発見時血圧１９０代 左前額部に皮下出血 左膝にも打撲跡が見られる 医師に診察して
もらい 受傷部位のクーリングと状態観察を行うように指示をうける その後血圧１４０代となり頚
部クーリング施行臥床してもらう
準夜勤から深夜勤務者への引継ぎの際正常であった点滴クレンメが途中で全開となり、過剰点滴
となった。
準夜勤での巡回時患者の衣服に誤ってのこっていた２６Ｇの針で針さし事故をした ２６Ｇ針は患
者のもので胸元に落ちており 気付かず聴診をするため患者の衣服を握った時に針も一緒に握っ
てしまった 数分前に他の看護師によって血糖測定が行われその時置忘れてしまったものであっ
た 針刺し後流水で流しながら血液しぼりだし師長報告 救急受診する
準夜勤でプロプレス、レニベースの中止の指示があったが、見落とされ中止されなかった。
準夜勤で抗生物質点滴の指示が出た。処方箋を薬局に回し後の処理を夜勤の看護師に頼んで
勤務を終了した。しかし、抗生物質の皮内テストの依頼を忘れ、翌日テストをしないまま抗生物質
点滴を開始してしまった。患者さんに異常は見られなかった。
準夜勤の時、松葉杖歩行でトイレに行きベッドに戻る際ふらついて自室で転倒する。 松葉杖があ
たり左大腿部痛みあり、経過観察した。
準夜勤の申し送りを聞き重症個室を訪室すると、脳槽ドレーン挿入部のガーゼ汚染があり拍動が
見られなかった。医師に報告しドレーンが抜けていたため抜去となった。病識理解力低下しており
体動も激しいため体幹部に安全帯を使用し夜間は両手も安全帯を使用していた。どのようにド
レーンが抜けたのかは不明
準夜勤帯から不穏状況のためＮＳ室で観察中患者が、他の患者からのＮＳコールで１５分程度看
護師がＮＳ室から離れている間に院内を徘徊し、配膳用エレベータに入り込み不明となり、探して
いたスタッフがエレベータ内からの声を聞き発見した。
準夜勤務で17：30に巡視時に点滴クレンメが全開であり、ほぼ棒状で滴下していた。バイタルサイ
ンは変化なく主治医報告し様子観察となる。また、カルテ上はラクテックの指示だが、注射ワーク
シート上ソルデムでオーダーしてあり日勤帯でそのままソルデムでいっていたため、医師に確認
し、明日よりラクテックに変更となることになる。
準夜勤務で１７時に患者様に担当看護師であることのあいさつのために訪室すると中心静脈ライ
ンの自己抜去を発見する。縫合糸は残っており、先だけが抜去されていた。
準夜勤務であった私は、入院の対応をしており、巡視が2時間できずにいた。そのとき、ナースコー
ルがあり、8ヶ月の患者の母親から点滴し入部が腫脹していることを他の看護師が指摘された。他
の看護師によってすぐに抜針し、主治医へ報告し、点滴はそのまま無しでよいことになったが、刺
入部の腫脹が強く家族、患者へ謝罪し、冷罨法を施行した。
準夜勤務で患者様をﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚへ誘導した際、ベッド上に18Gの針がキャップに入って落ちてい
るのを発見。患者様に怪我はなかった。

改善策
確認与薬の用紙を１ｗに一度カルテ、HISにより確認する。

溶解する前に日付と投与時間もきちんと声だし確認をする。

当患者さまに関しては、胸帯使用。
決められた事を守る。

気づいた時点で、主治医へ連絡。 輸液ポンプで持続点滴（４５ｍｌ／Ｈ）中であった。２２時に接続
していた。約１時間注入したところで気づき、残量４５０ｍｌであることを報告した。 そのままの滴下
で良いと指示はあったが、常備薬より、正しい、新しい、点滴を作り、残量を合わせて接続した。
注意を要する薬剤使用量の時は、注射伝票に赤字で波線をいれ、注意を喚起する。 （深夜業務
で、注射箋とカーデックスに貼っている指示のラベルを照合する時） 点滴のボトルに貼るシール
にも薬名を記入するなら、規格量ではなく、使用量を記入して欲しい。 →師長会で検討、上記要
望の方向で検討してもらう。
注射伝票が１５Ｅのままになっており、書き直されていなかった。カーディックスと伝票の確認もで ２１時にオーダー入力された指示のため注射伝票の書き直しがされていなかった。そのため準夜
きてなかったため伝票だけを見て１５Ｅ混注してしまった。（カーディックスは書き直していた）
フリーの看護師が変更に気づかなかった。オーダー締め切りの時間を過ぎたら伝票の変更は看
護師がしないといけないこと、医師は変更したことを看護師に必ず声をかけてくれることなど、周知
徹底していなかったので、スタッフに注意するよう声をかけた。又間違いやすいので指示は３時ま
での横に午後２時以降の注射変更は看護師にこえかけを、又看護師は伝票の書き換えをの注意
書きを貼ることにした。
２３時準夜時も、自分でＢａカテーテルをもち、トイレ横の長いすに座っていたりと行動あやしい所 ベッド柵を４つへ増やし、訪室を多くした。チームリーダーへ報告し必要ならうーご君装着を検討し
あった（準夜リーダーより）。その時点から、ベッド柵追加など対策とっていく必要もあったが、転倒 て行く事を話し合った。
時はＢａカテーテル入っていることも覚えていなかった様子。眠剤も３種類内服しており、最近は衰
弱も強く出ていたため、薬の効き過ぎも考えられる。
点滴の確認が出来ていない。ボトル表示が３／ｈとなっていたのでおもいこみがあった。

点滴確認・ポンプ確認がしっかり行えていない。思い込みにて確認していたので声だし・指差し確
認をして、思い込みで行わないようにする。

午前９時の点滴開始時には点滴セット接続部の確認を行ったが、その後夕方まで確認していな １７時１０分の勤務終了までは日勤者の責任として観察を行うように指導。 家族帰宅時は看護師
い。 患者には軽度の痴呆症状が見られるので、日勤中は頻回に訪室していたが、準夜との交代 に声かけを依頼する。 今後の患者の検査データに注意する。
時間であったため、患者への注意が薄れた。 家族が面会中だったが、事故発生時には帰宅して
いた。
今まで呼ばずに動くことはなかったたため 今回に限りなぜ一人で動こうとしたか不明
必ずナースコールをように説明押すように説明しチェックしてもらう

クレンメのコントロール管理の問題点

クレンメの位置の工夫。輸液ポンプの使用。

患者の所に針など危険物が置きっぱなしなっていた事 私だけでなく針さし事故を他の看護師が
おこしていたかもしれない 意識障害のある患者のベッドに残っていた針なので体位交換時に患
者自身に危険が及んでいたかもしれない

血糖測定注射など針をあつかったものが最後まで責任をもってあと片付けをする 寝たきり患者
のベッド周囲の環境整備

指示が多く、裏のページに渡っていたため、見落とされた。
伝達と確認不足

指示簿を入念にチェックする。 指示簿の書式を検討する。
中途半端な指示受けはしない。そのような場合はリーダーナースに初めから依頼する。

夜間で病室が暗かった。 リハビリ中でまだ松葉杖歩行は無理があったかも。

看護科長・主治医に報告して、レントゲン撮影の指示もらい実施。異常なし。

体動が激しいため一瞬の出来事であったと思われるが、ドレーンの管理やチェックをどのようにし 勤務交代時には必ず確認した上で伝達すること。家族にもドレーンについての重要性を説明し協
ていたか問題。
力を得るようにする。
不穏患者の観察の問題点

不穏患者に対する家人からの見守り協力依頼。配膳用エレベータを夜間停止。

１）指示受けサインがなかった ２）PVであり、腕の向きで滴下が変わりやすかった

１）滴下が変わりやすく、管理しにくかったら輸液ポンプに変更する ２）1時間毎の巡視時に滴下
状況を観察していく。滴下しにくい場合は早めに入れかえなど医師に依頼する。 ３）指示受けを
確実に行い、申し送りを徹底していく。

観察不足 不穏行動があったがライン抜去防止策が行われていなかった。

不穏行動のある患者には、頻回に訪床するか家族の方の協力を得て付いて頂き、精神的慰安に
努める。 必要時は抑制も考えていく。
巡視にいけない場合、他の看護師に頼むか時間を見計らって巡視を行うべきである。毎回巡視の
たびに点滴の刺入部の観察を行う。母親にも点滴漏れの恐れがあることを説明しておく。ルート類
は必要最小限にしておく。

巡視時十分に点滴刺入部の確認ができていなかった。入院の処置で予定時間に巡視に行くこと
ができなかった。
当事者を特定できないが、患者様のベットサイドでの処置後は取れ囲碁と回収できるように手順
化が必要。
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具体的内容
背景・要因
準夜勤務で処置・点滴の準備時に、Ａ室よりナースコールがあり訪室。点滴が終了寸前の為、急 １ 準夜帯で処置・点滴準備が重なり忙しかった。 ２ 点滴中の患者を見て、申し送られていた他
いで詰所に戻りＢ室の患者と思いこんでしまい、名前を確認する前に点滴を交換してしまった。（準 の患者の事と思い込んだ ３ 点滴の追加を、早くしなくてはと焦ってしまった。 ４ 点滴ボトルの
夜の部屋持ち看護師より、Ｂ室の点滴を次に繋ぐように依頼を受けていた為、その患者と思い込 名前の確認を忘れていた。
んでいた。）交換後確認せずに患者から離れた後、本人が気づき自分で点滴を止めて看護師に知
らせてきた。
準夜勤務で日勤のNｓより22時に今つながっているアミノフリードを残破棄し，更新するように申し 慌てており，開通したつもりで開通確認のシールをはってしまったこと。 点滴の準備時，投与時，
送られた。22時になり更新しなくてはと気がついたが，まだ準備をしていなかった。慌てて更新分 投与後の確認が抜けていること。 点滴を準備する台で落ちついて準備しなかったこと。
のアミノフリードを探したが見つからず，常備から出した。急いでいたので点滴を詰める台で準備
せず，カートの上で袋から出し，二層に分かれている壁を開通せず，開通確認のシールだけ貼り
直し病室へ持って行って更新してしまった。その後も訪室時に気づかず，22日の10時に点滴を更
新したNsがアミノフリードの壁が開通していないことに気がついた。
準夜勤務で眠前分のバンコマイシンが薬局より上がっていなかった。日勤者より準備された事、申 確認不足、申し送られた時点で内服準備しなかった為、与薬し忘れてしまった。
し送られたが準備せず眠前に与薬を忘れてしまった。次の日、日勤者より与薬忘れであること報
告される。
準夜勤務のフリー看護師が注射伝票に印を押していないことに気が付く。患者に確認したところ、 インシュリンの注射は準夜フリー看護師の業務となっているが、全面的にまかせっきりとなってお
患者も忘れており、インシュリン（ノボラピッド３０ｍｉｘ ８Ｅ）を皮中していないことがわかった。（当 り、部屋持ちであるチームの看護師自身も定刻に患者へ確認しなかった。準夜看護師とコミュニ
患者は８前年より、インシュリンは治療中であり、自己注射をしている患者であった。）
ケーションが不十分であった。患者は毎日、忘れずに、自己皮中して来ていたので「大丈夫だろ
う」と当看護師は過信していた。
準夜勤務の始めにＩＡＢＰの加圧バックの確認をしておらず、２２時に加圧バックを確認するとメモリ
が０になっていた。加圧バックに圧を入れた。医師にて血液を引きフラッシュしなおす。
準夜勤務開始時に酸素吸入の流量を確認し忘れた。指示は５リットル５０％であったが７リットル５
０％に設定されていることに気付かず深夜勤務者に発見された。
準夜勤務時、呼吸器回路のトラブルを発見した。インピーダンスバルブの上に、呼吸器からの
チューブが接続されていた。患児に状態の変化は見られなかったため、主治医への報告は翌朝
行った。いつからトラブルが起こっていたのか不明。回路交換時、○/18主治医は回路確認してい
る。深夜勤務時には回路のトラブルは、無かった。
準夜勤務者、深夜勤務者とのダブルチェック時,その日昼から始まっていた漢方薬（ツムラ大建中
湯）が一包余分に残っていることを指摘される。六包・分三で一回二包ずつ内服する指示であり、
準夜帯では二包与薬したため、日勤帯での記録を見ると、一包しか与薬されていないことが分
かった.
準夜勤務者が、夕食後薬を配薬中に、昼食後薬の内服チェック表が未記入であることに気がつい
た。残数を確認したところ残薬数も合わず、未投与が分かった。
準夜勤務前に夕の内服薬を確認していて、トリプタノール錠２５ｍｇの指示なのに中に１０ｍｇが
入っているのに気が付く。薬剤科に連絡し、調剤し直して頂く。分２で昼も内服しているので、医師
に報告するも指示なし。
準夜勤務帯であり、夕食時間30分前をまわっていた。血糖測定の患者の所へ部屋周りに行くのに
慌てており、A氏の内服薬を手に持っていた。B氏の所へ血糖測定へ行く時に、そのまま持ってい
た薬をB様の机の上に置いてしまい、血糖測定を終えそのままA氏の部屋へまわった。食事が終
え、下膳と内服確認をして回り、A氏の所へ行くと内服した様子が無く、A氏に問うと曖昧な返答で
あった為、内服していないのに気付く。ナース管理の方の部屋へ行き、B氏の所へ行くとエンテロノ
ン、ムコスタ、アレロック内服しているのを発見する。師長報告し、直ぐに主治医に報告する。主治
医棟来して下さり、本人に薬の説明して頂き、納得される。患者の身体には異常みられていない。

確認不足

準夜勤務帯で実施する予定の全ての抗生剤の点滴を溶解し、点滴のルートをつけていった。その
後、チーム別に分け、患者別にトレイに入れて患者の所にもっていった。その患者には、静脈注射
もあり、トレイに同じ患者の注射を入れた、入っていると思い込み、静脈注射の名前のみを患者の
ネームバンドと照合し、点滴は確認せずに点滴台にかけてしまった。静脈注射の後、違う患者の
点滴を実施してしまった。行なうはずであった別の患者のところに行った時に患者の点滴ではない
ことに気付き、すぐに点滴を中止した。主治医に報告した。患者には間違った抗生剤を行なってし
まったことを伝え、状態を観察した。１時間経過を観察し、発赤や気分不快等の症状が現れていな
いことを確認してから本来実施しなければならない点滴を実施した。
準夜勤務帯のリーダーがら深夜に引き継ぐときに準夜リーダーからの麻薬の残数確認を忘れてし
まい、朝日勤での引き継ぎのときに患者様の麻薬残数の書き間違いがあることを指摘を受けて夜
勤の引継ぎがきちんとされていなかったことに気がついた。
準夜勤務中であり患者の状態観察に訪室 検温 血圧変化なし 吸引にて粘稠痰ひけるも少量
声かけに対しても反応あり ＰＥＧより薬注入その際サラサラの痰中等量吸引
その後訪室し
た所 唾液と痰まじりのもの嘔吐しておりレベル３００吸引にて多量に粘稠痰ひける 呼吸停止
頚部ふれず 来棟中の医師ににて挿管 心臓マッサージ開始 蘇生せず 昇天される
準夜時間帯に提出された検体について、冷蔵庫に保管され、翌日に放置したまま次の日気付き１
日遅れで検査を実施した。
準夜巡回時に廊下から患者ベッドサイドにイレウスチューブが見えず、入室すると患者がチューブ
を抜いていた。
準夜帯、家族の付き添い中であったが、ＩＶＨのラインの自己切断があった。処置を行い、ＩＶＨは滴
下再開し、ＩＶＨ刺入部はテガダームと３Ｍテープで２カ所チューブ固定されていた。 昨夜のことも
あり、訪室時にはＩＶＨ刺入部の観察を行い、チューブを服の中から通すようにした。 １４時に指定
のカディアン内服を介助する。その時もＩＶＨは問題なし。１０分後、家人より「胸についているのを
引っ張った」とナースコールがあり。訪室するとＩＶＨの翼の所より、チューブを切断しており、テガ
ダーム内に出血を認めた。
準夜帯、患者を車椅子で誘導し、トイレで排泄介助を行っていたが、他の患者のことが気になりそ
の場を離れた。5分後にトイレよりナースコールがありいくと、患者が便器の前に座り込んでいると
ころを発見する。臀部など発赤及び腫脹なし。

確認不足

改善策
１ 点滴時のマニュアルとおり、落ち着いて患者の名前を声に出して確認する。 ２ 点滴が終了す
る患者のボトルには、「終了・抜針」等書いて、他のメンバーが訪室しても分かる様にする。

点滴は専用の台で準備する。 準備，投与，投与後と，一つ終わる毎にもう一度薬剤，患者様の
氏名，投与方法，点滴ラインを確認する。 できてると思っていることでも，本当に大丈夫か見るく
せをつける。 点滴の滴下数を見る時に，滴下だけでなく，ラインの接続や刺入部，薬液は合って
いるかなど全体も見る。
確認を徹底する、可能な限り日勤帯で薬の処理を行なう。
皮注していないことがわかった時点（２０：２０）で、血糖測定をして、当直医へ報告。指示にて、ノボ
ラピッド３０ｍｉｘ８Ｅを皮注した。患者には低血糖に注意する旨を伝え、ナースコールするように話し
た。また、今回は患者へ声かけをし、インシュリン施行を促さなかった旨を謝罪した。当事者自身
の責任で、確認をしていく。今まで、自己管理出来ていた患者であるが、インシュリンの時間を表
示した紙を、患者自身も気づけるベッドサイドの場所に掲示し、注意喚起していただく。
勤務の開始時のライン確認時に必ず加圧バックの確認もする。
勤務開始時に経過表と実施の投与量を確認する決まりになっているので決められたことは忘れず
に実施する。
回路の水をすてた跡、接続の各人を意識して行う。チェックリストに、勤務始まりと跡に回路接続の
チェック項目を追加する。呼吸器回路の学習会を行う。

回路内の水滴を捨て、回路を誤接続した。

指示表、処方箋の確認不足。準備時、開封前、開封時、投与後等三度以上確認しなければいけ 患者に与薬する前には指示表と処方箋、準備した薬を照らし合わせて、三度以上指差し,声出し確
ないはずが出来ていなかったと思われる。また、日勤勤務者、準夜勤務者とのダブルチェック時に 認をする。ダブルチェック時には内服薬の残数も確認するようにする。
残数を確認していれば,発見は早かったはずであるが、残数の確認をしておらず、発見が遅れた。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。

・配薬後、全ての配薬表を確認する。

調剤時の確認不足。監査不足。薬を与薬車にセットする時の確認不足。

調剤時の確認、監査を呼称確認にて行う。重要な薬を病棟でも覚えるように努力する。

食事時間が迫っていた為、血糖測定が必要な患者がおられた為慌てており、1つ1つの行動を確
認して行動していなかった。

内服薬を渡す時、声に出して名前確認行い渡すようにする。又、時間が無い時などは食事の時に
一緒に持って行く様にする。1つ1つ行動を落ち着いて行う。

・一度に準夜帯で実施する多くの抗生剤を溶解し、ルートをつけてしまった。また、ルートを点滴に
巻きつけていたことで名前の確認が不十分になっていた。その状態でトレイに分けていた。 ・トレ
イに入っている点滴は同じ患者のものと思い込んでしまい、一つ一つの注射を患者のネームバン
ドと照合していなかった。

・一度に何人もの点滴を準備せず、一つ一つ、一人一人の点滴を溶解・準備してトレイに入れてか
ら次の患者の点滴を準備する。また、ルートを点滴に巻きつけてしまうと名前の確認が不十分にな
る可能性があるので巻きつけずに持参する。 ・トレイに入っているからといってその点滴はその
患者のものだけが入っていると思い込まず、一つ一つの注射をネームバンドで照合する。

申し送りを十分に行わなかった。 すべきことを行っていなかった。

リーダーから引き継ぐときは忘れないよう確認をしていく。 決められた業務を確実にこなす。

情報収集不足 巡回時バイタル安定していたため大丈夫だと思い込み 不穏患者の対応に気をと 勤務前の情報収集 頻回訪床 他のスタッフへの協力依頼 情報の伝達 状態に合わせたケア
られたため 優先順位があいまいになっていた
冷蔵庫に保存されていた検体を見逃してしまった。

当直時に提出された検体の有無について、実施状況をワークシートにて確認することを徹底した。

医療機器保守上効果的な抑制実施の問題点。

効果的な抑制実施。

高Ｃａ血症のせいか、以前より、見当識障害あり、コンビーン（簡易式尿管留置）を装着している
が、よく、自己抜去していた。 昨夜（準夜勤務）も、ＩＶＨチューブの自己切断を起こしていた。
（チューブ固定の工夫はしていた。） 家人も２４時間付き添い体制で、事故発生時も室内にいた
が、今回の自己が再度起こった。 （ただ、付き添いの協力にて、早期発見での対処は行えた。）

ＩＶＨ（シラスコンカテーテル）で、２針縫合されており、抜去には至らなかった。 シラスコンチューブ
がきちんと入っているか、逆血があるか、確認した。その後、切断部より翼を付け、固定した。 ＩＶ
Ｈ刺入部はテガダーム２枚貼用し、広めに当て、胸部から体幹へ太長テープでチューブ固定もし
た。 その旨、主治医へ報告する。 家族（孫）へ、又、昨日の様なことが起こった。おそらく、今後
も同じ行動をとる恐れもあるので、注意、協力を依頼する。

トイレに誘導し介助をした後、終了まで見守りをしなかった。

他患者からのコールがあったわけではなく、独自で体動し転倒する危険性があった。終了まで見
守りが必要であった。
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具体的内容
準夜帯、心臓カテーテル検査・治療を行った患者が５人いた。患者Ａの包帯交換の時間になった
ため、当直医師をコールし、来てもらった。その時、患者Ｃが部屋に帰って来たので、看護師？は
患者Ｃの対応に追われていたため、患者Ａの包帯交換を私が代わりに行うことになり、看護師？
にどの患者なのか確認すると、看護師？は「患者Ｂさんです。」との返事であった。当直医師と私
は患者Ｂの包帯交換を行った。処置後、看護師？から「包帯交換するのは、患者Ａさんの間違い
であった。」との報告があり、判明した。患者Ｂの包帯交換を１時間早くしてしまった。その後、当直
医師に報告、患者Ｂは予定時間まで安静にしてもらい、出血・血瘍なく経過、当患者に説明及び謝
罪した。
準夜帯、訪室時尿意訴えポータブルトイレにて排尿介助中、なかなか排尿みられずトイレットペー
パーを手渡し目を離した矢先音がし、振り返るとベッド横の床に横たわっていた。「足が滑りこけ
た、ベッドに帰ろうとして」と話される。後頭部と臀部打撲する。
準夜帯、明朝の薬を準備する際、定期の内服薬グリミクロン1錠を見落とし与薬できなかった。次
の日の夕方発見される。
準夜帯から、自分で酸素マスクを外し、SPO2が８０台に低下したため両手を抑制していた。深夜
帯では吸痰や体位変換時以外は眠っていた。８時３０分に訪室すると、オムツとズボンを全部、自
分で脱いだ状態で、IVHは自己抜去された状態だった。出血なし。カテーテルの先端あり。Drにみ
てもらい末梢からルート確保する。
準夜帯から不穏行動あり、３０分毎に巡視しており、４：３０の時は眠っていたが、４：４５ 物音がし
て訪室すると、ベッド横に転倒していた。聞くと歩こうとしたらふらつき転倒したとのことだった。外
傷等はなかった。
準夜帯から落ち着きなく廊下歩行したり、部屋に戻ったりしていたため頻回に訪室したり、廊下歩
行時は付き添ったりしていた。物音にて訪室すると点滴台が倒れており、本人もベッドサイドで倒
れこんでいたのを発見。BP114/71と安定。内出血など外傷みられず。Ｄｒ報告し様子みる。
準夜帯で、児のＳａＯ2ふらつきが多くなったため、当直医に報告し、器内酸素が再開になった。そ
の時、マニュアルにある通り、準夜勤務者は、器内酸素再開にともなって加湿55％を同時に再開
させた。深夜勤務時、クベース温が設定値（29.4℃）より、0.4℃上昇していたため、クベース温が
29.8℃になっていた。そのため、クベース内に、アイスノンを3個入れ、クベースの温度の低下を試
みた。しかし、クベース内の湿度は、全く下がらなかった。器内酸素が使用されているため、クベー
スをあける事も出来ないため、クベース内の加湿を中止してはどうかと考えた（児の体重も2000ｇ
を超えており、体温も36.7℃と安定しているため）そのことについて、リーダーに報告したところ、ク
ベース内加湿を中止してもよいのではないか、という返事であったため、マニュアルには、「器内酸
素を投与している場合は、週数・体重に関わらず、加湿を60％を維持する。」とあるが、加湿を中
止してしまった。その後、次の勤務者に加湿を中止したことを申し送るが、Drへの報告をするのを
忘れ、準夜勤務者まで、加湿が中止となったままであった。
準夜帯で１８時、０時の尿量指示があったが、ウロガード内の尿量は２時間ごとにチェックしてい
た。スケールでは２００ｍ／６ｈｒ以下？ソリタＴ１２００？ラシックス１０ｍｇｉｖだった。正しく測定して
いないため不明だが、０時の尿量はクリアしていなかったと思われるが、スケール指示を見逃して
いたため翌日６時に発見された。患者のバイタル、腹部症状に変化は見られていなかった。深夜
看護師が発見し、電話が来て知った。
準夜帯での緊急入院の患者様の入院カルテの、医師指示箋の休日ではない曜日の所に、赤い線
が引かれてあった。
準夜帯で抗生剤の指示が出た。患者の担当看護師は他の優先される作業が発生し、夜勤のもう
一人の看護師へ依頼。23：30ころオムツ交換でラウンドしたとき、駆血帯が巻かれたままであるこ
とを発見した。駆血帯はクリップ式のもので、緩めてはあったが、クリップはされているままであっ
た。抹消の循環障害や刺入部からの出血などはなかった。
準夜帯で酸素が３Ｌになっていたと申し送りを受けたが、呼吸器チェックすると、酸素が３Ｌになって
いたので、０．５Ｌに戻す。
準夜帯で消灯後にカルテに医師からの指示をみつけHISを確認し点滴のオーダーが３、４日でて
いたため、注射ワークシートを出し実施した。そのことを深夜の申し送ると日勤で口頭指示があり
実施したといわれ、日勤帯からの注射ワークシートを確認しておらず、みると実施の印がおしてあ
り、１日１回の指示を２回おこなってしまった。
準夜帯で転落ありしっかり柵固定をしてあった。また、床にマットをしいていた。しかし、深夜帯に柵
を上手にはずし柵をおとしマットの上に座っていた。叫んでおり発見する。バイタルサイン問題な
し。外傷無し。車椅子にてすごしていただくこととした.
準夜帯で点滴をつめていた。生食１００ｍｌにプロスタルモンFを詰めようとしたがプロスタルモンだ
け手元におき生食は手元から離れたところにおいてあった。そのため近くにあった抗生剤を混注し
た生食に詰めてしまった。詰めた後に名前を確認したら間違った事にきづいた。
準夜帯で点滴準備していると、朝実施予定の静脈注射が残っていることに気付き、担当看護師、
主治医に確認し施注する。この静脈注射は、口頭指示と伝票のみ記載され、カルテ、口頭指示メ
モとも記載がなかったため、忘れられていた。
準夜帯にエフオーワイ５００ｍｌ４Ｖを輸液ポンプで持続にて与薬する予定が、輸液ポンプにつな
がっていた点滴セットのクレンメがクランプとなっており実施しなかった。

背景・要因
改善策
患者が「もういいの。」と言った時、疑問を持ち確認しなかった。 検査後の記録用紙などで包帯交 カテーテル後の包帯交換の時間を準夜看護師・医師の誰が見ても分かるようにホワイトボードに
換の時間を確認しなかった。
書くようにする。

排尿にまだ時間がかかると思い、ナースが目を離したこと、また自分では移動しないであろうとの 移動時は必ずナースと一緒にすること、一人では危ないこと説明する。この事例について申し送
思い込みがあった。注入後セレネースを注入しておりそれにより足元力が入りにくい状態であった り、排尿介助他移動時ナースサイドで注意してもらうようにする。
ことも考慮される。
確認不足
きちんと確認する
両手の抑制の紐は強く結ばれていたが、挿入部に両手が届く位置にあった。もう両手は動かさな 酸素マスクを外す患者様は、IVHも抜去する可能性もあるので手がどこにも届かない状態になるよ
いだろうと思っていた。オムツ内の尿が気持ち悪くて、オムツを脱いでいる時にルートが気になって うに固定する必要があった。
抜去した可能性もある。CO2が抜けてきており、活動しやすい状態が考えられる。知的障害がある
ので理解不足が考えられる。
観察不足
３０分毎の観察でも不十分であったので看護師の目の届きやすいナースステーション内に移動し
ていただき観察した。
以前から不可解言動みられており、点滴台を押しながら自分で廊下歩行していた。転倒・転落注
意者にも名前が挙がっておりスタッフ間では注意していたが、足背エデムＵＰしてきており、また熱
発もしていたためふらつき転倒したと思われる。夜間不眠も原因の一つと考えられる。
クベース温が上昇することで、児の体温が上がり、無呼吸発作の要因の１つにもなるのではない
かと考え、クベース温を下降させるための手段を、考え実施したが、全く下降しなかったため、リー
ダーに相談後、安易に加湿をきってしまった。マニュアルの認識不足であったと考えられる。

神経科よりテトラミド1Ｔ/眠前内服しているが眠れないときもあり、不眠に対して神経科再診する。
スタッフ間でも転倒・転落注意者として再度意識づけを行い、頻回に訪室していく。
加湿を中止したことを、主治医に報告しなかった。また、加湿を中止後、その後もクベース内の加
湿がどれくらいあるのかを、確認しなかった。今後、自分の実施した行為に対して、その都度Drに
確認・報告がいることであるのかを考えて、必要であるならば、すぐに報告する。また。加湿を中止
した後は、児の体温だけでなく、クベース内の加湿がどれくらいあるのかまで、確認を実施してい
く。

指示の確認をしっかり行っていず、尿量指示はないだろうという思い込み。

指示の見直し（勤務の最初の時点で）を行う。

ケアレスミス（確認不足）

申し入れ。

点滴注射に関しては、1患者1トレイで準備している。実施後の回収に当たっては確認できる環境
がある。配属5ヶ月目の不慣れな夜勤で注意力が低下していたのかもしれない。

1患者1トレイ、実施後の確認も同トレイで回収確認。

日勤帯移動したとの呼吸器チェックを怠った。準夜発見したが、設定を戻し忘れた。マニュアル遵 移動後必ず、呼称確認で呼吸器チェックを行う。
守不履行。
注射ワークシートの確認ができていなかった。
追加点滴の指示の際、実施されているか注射ワークシートの確認をしていなかったため、重複し
てしまったので必ず注射ワークシートもみて実施されているか確認する。 点滴や内服が追加に
なった際に患者の状態を把握してから実施する。 医師の指示の際にわかりにくい指示があれ
ば、再度医師に確認する。
アルコール中毒症状の離脱目的にて内服コントロール中であること。また、離床拡大してきており 覚醒時は、眠剤内服可能時間であれば早めに内服する。また、可能時間外であれば車椅子にて
転落のリスク高いことなどアセスメント不足だった。
ナースとともに行動する。
一度に大勢の点滴をつめていた。 名前の確認不足。

詰める点滴は詰めるたびに手元に全て持ってくる。 詰めた点滴からトレーにいれて、詰めてない
ものと区別できるようにする。

オーダー、情報伝達確認

伝票、控え、カルテでの確認。医師はカルテ記入する。

見回り毎に輸液ポンプの積算量と三括のみ確認していて、点滴残量とクレンメは確認していな
見回り毎に輸液ポンプの残量、積算量、三括、クレンメを確認していく。疑問に思ったこと、気に
かった。輸液ポンプのアラームが鳴らないため、確実に点滴されていると思い込んでいた。２０時３ なったことはその場で必ず解決していく。
０分にポンプの確認があり、点滴残量が多く一瞬疑問に思ったが、そのことについて解決せずそ
のままとなってしまっていた。
準夜帯にて、同準夜勤務看護師より、点滴の追加があったと準備されていたラクテック５００ｍｌ＋ 担当患者ではない看護師が医師から点滴の指示を受け、点滴を準備し担当看護師が指示を確認 担当患者の指示は担当看護師が受け、一部始終担当看護師が行う。
ビタメジン１Ａをオーダーの確認をせずにそのまま担当患者に施行。その後オーダー確認した。
しないまま手渡された点滴を施行したこと。
オーダーがないことに気がつき、口頭指示を受けた看護師に確認。一緒にオーダーを確認したと
ころ、日付を間違え、施行した点滴は翌日のものであったことに気がついた。病棟にいた担当医師
に報告。患者は夕食１～２口のみの摂取であった為、そのまま続行してもいいとの事。点滴は中
止せずそのまま続行した。その日患者は定時の点滴として、ラクテック５００ｍｌ＋ビタメジン１Ａ＋
ガスター１Ａが施行されていた。
準夜帯にて17時に配薬のため訪室。日勤帯でつないである側管の点滴が終わっていたため接続 側管の点滴をつないだ後メインの点滴の滴下を合わせた。そのため、側管が終了後、１ルートだ 新人指導のなかに、技術としてくみこまれているが、細かな指導は日々の経験に関係するため徹
部を元に戻し、メインルートを見るとクレンメが全開に近い状態で点滴が滴下していた。15時に更 けになったメインルートは、勢いよく落ちだし上記状況に至ったと考えられる。点滴の滴下調節に 底はむずかしい。今後も同類の事例が重なるようであれば指導方法を変更する必要がある。
新したばかりの1000ｃｃの点滴量は残量をみると６００mlしかなく、24時間で１０００ｃｃ（1時間に約４ ついて新人Nｓへ指導が確実におこなえていないと考えられる。
０ｃｃ入る）のところ、２時間で４00ｃｃも入ってしまっていたところを発見。中には、インスリンも混注
していたため低血糖の恐れも考えSMBGで、確認し低血糖は起こっていなかった。以後様子観察と
なる。
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具体的内容
準夜帯に緊急入院される。内科当直医がCEZを今日の夜と明日から1日２回にします。と言われた
ことと、カルテのCEZの記載を見てオーツカCEZと思い込んだ。本人の薬剤が届いておらず常備薬
のオーツカCEZを開封する。 その後本人の物が届き、セファメジンキットであったことに気付く。
患者に投与する前に気付いたため、薬品事故伝票にて新しい薬品を常備薬へ返納する。
準夜帯の看護師（経験年数１年）が１６時に内科入院中のＡ氏（６９歳）のＩＶＨ輸液残量８００ｍｌを
確認した。２１時に訪室すると残量２００ｍｌとなっており６００ｍｌも滴下していた。１０００ｍｌを２４時
間持続点滴の指示だった。
準夜帯の最終点滴チェックを0時に行なった際、輸液ポンプを一旦オフして流量・積算量を設定し
直した。その際、流量を20ml/ｈrであったのを40ml/hrに設定し間違えた。翌日準夜で出勤した時、
17時に点滴流量チェックで、昨晩と流量が異なるのに気付き、日勤者に確認したが設定の変更を
知らず、その日の深夜から40ml/hrのままとなっていた。
準夜帯の点滴を行う。しかし、次の点滴を確認中に処置台の上に、抗生剤の点滴が残っているの
に気がつく。施注し忘れたことに気がつく。
準夜帯は右手で全身をかき、右手を安全ベルトを使用していた、２時の巡視時に患者さんに確認
し安全ベルトをはずした、同時に部分清拭をした。３時５０分呼吸器のアラームが鳴り訪室すると
気切カニューレのカフが膨らんだまま抜去し右手にカニューレをもっていた。
準夜帯より異常言動あり、ベッドごと処置室へ移し状態観察をしていた。２時の巡回時異常なく、２
時２０分巡回した時、ＩＶＨ自己抜去していた。自力座位をとろうとして邪魔になったと話す。

背景・要因
改善策
基本的な確認を怠っていた。 思い込みにより、注射ワークシート、カルテの再確認ができていな どんなに多忙でも、必ず注射ワークシートを確認する。 口頭での指示も、その後変更も考えられ
かった。
るため、再確認の癖をつける。
１．滴下数の確認をしなかった。２．体動・体向による変動を考慮しなかった。

１．訪室毎の確認（ルートも）。２．滴下変動のある時は訪室回数を増やす。

間違いに気付くまでに時間がかかりすぎており、流量確認を各勤務でしなければいけないはずな 2時間毎に点滴流量チェックをして点滴容器にマジックなどでラインを入れていくこととした。
のに、それすら出来ていなかった。流量は申し送りでしているのだが、確認できていなかった。
抗生剤施行後、全ての点滴オーダーを再確認していない。 ワゴンに準備していある抗生剤しか
施行していない。
全身掻痒感があったこと、状態の理解が不安定であった。

抗生剤施行後、必ず点滴オーダーを再確認する。 施行し忘れがないか、点滴台を再確認する。
夜間は同意を得て抑制をする。頻回に訪室する。

脳梗塞の疑い及び術後ＩＣＵ症候群様症状あり、認知障害が見られていた。 持続点滴を嫌がって 家族説明を行い、付き添いを依頼した。 患者の認知状態を観察し、看護計画を検討する。 手術
いた。 ＩＶＨが右頸部から挿入されており、頸から顔にかけて固定されていたため、不快感があっ 中のＩＶＨ確保を鎖骨下からできないか。
た。 体動時点滴ラインが上肢に絡まった可能性あり。
準夜帯より痴呆症状有り。不穏行動があり、転倒防止にてナースセンターにて車椅子乗車して保 観察不足。
不穏状態時、危険物除去、環境整備施行。
護観察していた。抑制をしていたがめがねやスリッパ等を投げつける動作が見られた。翌日、朝食
摂取時、家族より義歯のないとの報告を受ける。
準夜不穏あり１９時３０分セレネース１アンプル以後良眠 処置室にて休んでた ２０時処置室前 頻回の訪床すべきであった
更なる頻回なる訪床
の廊下に転倒しているのを発見
準夜部屋廻りの際、訪室すると患者がベッドの下に転落しており、声をかけると患者は「ピストルを 当日、神経内科を受診し、昼からも少しおかしな言動が見受けられたが、看護師の少ない準夜な 観察室への移動を日勤帯で行うなどの対応をする。
持った人が来て、逃げようとした。」という。 主治医に相談、ベッドに戻した。その後、観察室に移 なる前に観察室に移動させなかった。
動し、ベッド柵をひもでくくった。
巡回で訪室するとベッド下に横になっているところを発見する。家に帰ろうと思って立とうと思った 危険を予測しベッド柵を一カ所に設置していたがその間から降りていた。離床センサーの設置をし ベッド柵を全体に設置し離床センサーを使用する。30分毎の訪室で観察する。
がふらついた。
ていなかった。カーテンをしていたため発見が遅れた。
巡回で訪床するとＰＴＣＣＤドレーンを抜いてあった。
観察不足
頻回に訪床し観察する。 必要時抑制をさせていただく。
巡回で訪床すると患者様がトイレに行こうとしてベッドから降りられたがふらつき転倒した所を発見 観察不足
家族が付き添っておりトイレまで付き添ってくれているが看護師も定期的に訪床し、排泄有無を確
した。
認し援助する。環境整備を行う。
巡回のために訪床するとＮＧーＴを自己抜去しているのを発見した。抑制帯を使用していたが外れ 抑制が不十分であった。 観察不足
抑制が必要な時は効果的に行う。 頻回に訪床し観察する。
ていた。
巡回健診時当日、同姓患者さんが3名いたが、その内の2名の受検者を間違った。受付でＡさんの 確認不足。 思い込み。
患者自身に名乗ってもらう。採血時にはスピッツを受検者にも見せ一緒に確認する。受検者一覧
持参の問診表と病院が準備した個人カルテＢさんのを間違ってファイルに挟み込み、そのまま別
表で同姓の人がいる場合は特に注意する。
名のまま、計測、問診、採血、レントゲン撮影、Drの診察までが終了した。終了した時点でＢさんが
受付に来られ、Ｂさんの個人カルテがない事で間違いが発覚した。（間違ったＡさんは聴力障害あ
り。）
巡回時、２階洗面所の床にセンノサイド１錠が落ちているのを発見する。
服薬の確認が不十分だった。
基本を忘れずに服薬の確認、徹底を行う。
巡回時、ＮＧチューブを自己抜去している所を発見した
認知力の不足に対し、看護計画では２４時間抑制ではなく抑制を外す方向で主治医と検討した
看護計画に、十分な記載を行う
巡回時、バサッと音がした。患者がベッド柵につかまっており、ベッドと壁際の荷物との間に足を曲 加齢に伴う動作緩慢に加え、就寝薬の服用により、手足に十分な力が加わらず、転倒したものと ・当直医、夜勤病棟長に報告。（血圧は１６５／８７ｍｍＨｇ） ・打撲部位に発赤、腫脹見られず。
げ、えびのように体をくねらせ丸くなっていた。患者は「寝返りをしようとしたら落ちた。尻を打っただ 思われる。
疼痛軽度訴えあり。湿布薬貼付
けで大丈夫」と話す。
巡回時、患者が自力でベットから車椅子に移乗しようとしているところを発見する。ベットから落ち 観察が不十分だった。大丈夫だと思った。
理解力が乏しい患者様ではあるが注意する。看護者が車椅子移乗や、乗車時必ず見守る。安全
そうになっていた。
ベルトの使用を検討する。
巡回時、患者が寝間着から外出着に着替えているためによく見ると末梢点滴ラインを抜去してい 観察不足
危険行動があるような時は抑制をさせて頂く
た。
巡回時、点滴ラインを点滴ボトルから抜きベッド柵に巻き付けてあるのを発見した。
観察不足 危険行動があったが抑制を拒否されたためそのまま様子を見ていた。
ラインの必要性を再度説明した。 抑制に同意が得られない時は家族の協力を依頼して見る。
巡回時、病棟看護師より予約分の患者のＭＡＰを持ってきて欲しいと依頼された。本来、血液型、 取り決めが守られなかった。 警報機が作動しなかった
薬品の出庫についてのマニュアルの遵守を指導した。 警報機点検を定期的に実施する。
患者名、パイロット番号、交叉試験結果を2人で確認し、取り出すという取り決めになっているとこ
ろ、病棟が忙しそうだったからと一人で取り出した。その際、扉の閉め忘れが起こり、警報機も作
動しなかったため、発見が遅れ､他の保管していたＭＡＰが廃棄となった。
巡回時、本人より滑って転けたとの報告あり。 尻餅をついたとのこと。 外傷はなく、痛みも自制 物理的な環境や設備上の問題点
床が滑りやすい状態であれば、現在使用している小さなマットを大きめなマットに交換する必要が
内。歩行可 床は濡れていなかったが滑りやすかったため、清掃者に床拭きを してもらった。
ある。 物をこぼさないように気を付けてもらい、こぼしたときはすぐに拭き取るなどの処理をする。
巡回時スタッフステーションにいると ガチャンと音がして 病室に訪室すると患者がベッドの右側 今まで一人で 動くことがなく トイレなどの時 ナースコールがあったため 一人では動かないだ
で床にひざまつき 床頭台のひきざし式のテーブルにのっていた物が床におち ベッドの横におい ろうと思いこみ ベッド柵が頭側２本だけだった
た車椅子はストッパーが外れ少し遠くへ移動していた 本人に問うと おしっこに行こうとした と
バルンカテーテル挿入であったが尿意があった と 流出もあり屈曲もみられなかった どこか
折った所ないかとうも わからない 痛い と部位も痛みもあいまい 血圧 医師診察 様子みま
しょうと
巡回時に、ベッド下（ベッド右側）に寝ているのを発見。声かけに対し、本人笑顔でベッド足側を頭 起き上がり困難と思っていたため、ステーションからは遠い部屋で定時の巡回時の訪室だけで
にしてあお向けに臥床。頭部腫脹認めないも、後頭部ピンク～うすピンク色（転落によるものかは あった。ベッド柵が３点であり、右側はアームレストが曲がった状態であった。
不明）発見前に、物音は特に気づかず、バイタルサイン、意識レベルに変化認めず。
巡回時に、患者よりポータブルトイレから戻ろうとして転んだとの報告を受ける。ポータブルトイレ 夜間排泄時には、ナースコールで知らせてもらう必要があった。
からべっどに戻る際重心をかけ立とうとした。その時ポータブルトイレが移動し、自分もバランスを
崩し転んだとのこと。
巡回時に、普段はトイレに歩かれない患者様が、トイレに置いてあるポータブルトイレに座ってい 病室にポータブルトイレを設置していた。時々、夜間になると見当違いな行動をとることがあった。
るところを発見。尋ねると、転んだ様子で、頭を打ったと訴えた。
巡回時に、輸液更新をしたときに「ラインが少し短いな」と思ったが、患者は入眠中であり、ラインを 業務手順・ルール・チェックの問題
正しい回路のセッティングを、再指導した
また、「短く
固定する時に丸めてあり短くなっているのかな」と思い固定部分まで確認しなかった。 朝、輸液終 感じた」という「なんか変だな・・」と感じたときは必ず確認するよう指導した
了時にヘパリンロックのため固定部分を見たら、ロック式ラインがついていないことが分かった。さ
らに、留置針側と点滴ライン接続部はテープも巻いていなかった。本来中心静脈点滴ラインの針と
点滴ラインとの接続部には、ロック式の回路を1本間に入れるようになっている。（接続外れ予防の
ため） 。ドキドキしながらロック式ラインを付けた。 患者への影響は、気づかなければ失血の危
険性が大きい
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ベッド柵２本 から３本へ増やした 車椅子を病室よりだす ベッド柵のない ところへ転落防止マッ
トをしく ナースコールの説明 バルンカテーテルの説明 （再度）

ベッド上の位置をその都度確認して落ちない様に正す。
ポータブルトイレを置きっぱなしにせず、ナースコールしてもらいその都度設置、見守りで行う。
排泄に起きる時間を把握してトイレ誘導する。離床センサーマットの購入。
正しいラインのデモを作り見れるようにした
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具体的内容
背景・要因
巡回時にトイレから出てくる事を確認した。見ると末梢点滴ラインが抜けていた。病室に行き確認 観察不足
したところラインを抜きスタンドに掛けてあった。
巡回時にベッドから転落していた。
ベッド柵が４本使用されていなかった。
巡回時にベットサイドの床に臥床している患者様を発見する。尿器で排尿した後、身体のバランス ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
を崩し転倒したらしい。
巡回時にラインを確認した所接続部が外れて閉塞していた。
観察不足
巡回時に患者様がイレウス管を鼻腔から１ｃｍくらいのところで切断しているのを発見した。
観察不足
巡回時に患者様が末梢静脈ラインを自己抜去し病室に居ないのを発見した。病院内を探している 観察不足 説明不足
時に夫から電話があり、自宅に戻ってきたとの連絡が入った。すぐに夫と共に戻られる。
巡回時に自己抜去しているところを発見、すでに止血されていた。
患者状態の確認、ルート設置方法に不備
巡回時ベッドサイドに座り込んでいるところを発見。立とうとして立てず、座り込んでしまったとのこ 靴の着用を促す。 滑り止めマットを使用する。
と。靴下のみ着用。靴は履いておらず、引いてあった滑り止めのマットが無くなっていた。
巡回時ポータブルトイレの付近で倒れているのを発見した。ズボンが下げてあったので排泄のた 排泄移動時に看護者がいなかった。患者にはナースコールについて話していたが行われなかっ
めに移動した時何らかの誘因で転倒したと思われる。バイタル安定で骨折もなし。
た。
巡回時患者より部屋の扉を閉めようと動いたときしりもちをついたと報告された
個室にてポータブルトイレ使用中の患者であるが、扉をしめておくなどの配慮がたらなかった
巡回時人工呼吸器が送風ごとに自発ランプが点灯しているのを発見した。なぜランプが点灯する 知識不足。呼気弁の水滴が気道内圧チューブに入り、誤作動を起こした。
のかわからなかった。気道内圧チューブに水滴が溜まっていたためだと後で知る。
巡回時尿道カテーテルを自己抜去し、手に持っていた。
観察不足
巡回時訪室したところ病室の床の上で転落していたのを発見する。すぐにベッドに戻し全身観察す ベッドの側にポータブルトイレを設置しており昨日トイレ移動を本人へまかせたばかりであった。夜
るが出血や打撲、頭部外傷・血腫はなっかた。患者本人はどのように床に降りたのか覚えていな 間は看護師を呼ぶよう話すも自立心強く自己で移動していた。そのためベッド柵も二つしかしてお
いと。
らず容易にベッドから降りられる状況だった。手術後にもせん妄をおこしており、年齢相応の理解
力、筋力低下のことも考えておくべきだった。
巡回中、廊下で物音がしたため行くと、男性トイレの入り口で患者様が手すりにつかまり膝とつき ・ハルシオン０．２５ｍｇを常用している患者であり、薬剤の影響があったと考える。 ・スリッパが歩
倒れていた。外傷はなく、バイタルサインも問題なかったため、影響はないと考えられる。
いている途中で脱げたと言っており、ちゃんと覚醒する前にふらふらと歩いてきたと考えられる。
・睡眠剤を内服する際の注意点の説明不十分。 ・睡眠剤使用しているため、尿器使用を検討す
る（アセスメントする）必要があった。
巡回中に、車イスから立ち上がり転倒し、右側臥位になっているところを発見した。打撲・腫脹・発 患者への指導不足。
赤等なし。
巡視から約1時間後中心静脈栄養が接続部より外れ逆血し、また尿留置カテーテルも接続部より 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
はずれた状態で廊下を歩いているところを発見。

改善策
必要時抑制させていただく
ベッド柵状況の注意とこまめに足を運んで観察をする事の徹底
一度見回りした時は異常なかったが、常に気をぬかず観察し、見回りの回数も増やしていく。
接続部をテープで補強する。 ロック式のものを使用する。
刃物の持ち込みを制限した。 頻回に訪床し観察する。
外出や外泊が必要なときは看護師又は医師に申し出ていただくように再度説明する。
自己抜去防止策の見直し、観察の強化
滑り止めマットを使用。ナースコールするように声かけする。
ベット周囲の整頓。巡回の回数を増やす。
扉を閉めるよう張り紙をしていく、ポータブルトイレを夜間はベット近くにセットしていく
自発ランプが点灯した場合、チューブに水滴が入っていないか確認する。
ミトンを装着してもらった。
昼間の移動状況と夜間の移動状況はちがうため昼間行えてからといって夜間も同じように行える
とは限らないし、もともと理解力の低下がある患者であることを頭においてベッド柵を四つしたり転
倒防止マットをひくなどして再度起こらないようにしていきたい。
・ハルシオンは以前より常用していたが、今回初めて転倒。検査・治療等での体力低下も考えら
れ、夜間尿器使用とした。移室（トイレに近い部屋）も検討。 ・睡眠剤を初めて内服する患者また
は、久しぶりに内服する患者・種類変更した患者に対しては、ない服地の注意点を投与前に説明
したことを看護２号紙に記載するようにマニュアルを作った。 ・入院時すでに睡眠剤内服している
患者にも、入院時に情報を得て、内服時は注意するよう指導し、マニュアルに沿って指導済みと看
護１号紙の備考欄に記載するようにした。
移動時はナースコールをするよう指導した。

安静・可動範囲などについての患者本人の理解度の把握。対象者（歩行可能な）の尿留置カテー
テル挿入の必要性を再検討する。理解力の低い患者に対する援助方法をチームで検討し、情報
を共有する。
巡視にいった所、ルートが抜けているところを発見。ルートが入っていた手関節周辺は真っ赤で、 呼吸状態も悪く、酸素吸入も行っており、ベッドサイトにポータブルトイレが設置されていたが、
患者には呼吸状態も悪く、ポータブルトイレに降りるのがやっとである為点滴台のことを注意でき
パジャマも血液で汚染されていた。スタッフを呼び圧迫止血を行った。本人からのコールはなく、 ポータブルトイレまでの距離は近いが点滴台を少し動かさないと足りない距離であった。 ルート るよな状況ではない、しかし、コールを押すように説明しても自分で行ってしまう患者であるため、
ベッドサイドに座っていた。
の固定が適切ではなかったため、自然に抜けてしまったと考えられる。
点滴台を触らなくてもすぐ、トイレに降りれるようポータブルトイレの位置を考慮した。 自然抜去を
防ぐ為、固定方法を患者個人にあった方法に変更する。
巡視にて訪室するとバルーンカテーテルの接続部が外れていた。バルーンチューブの接続部を消 点滴ルート・モニター・バルーンカテーテルと身体へ装着している物が多く、抜いてしまったと思わ バルーンカテーテルは足元より出して手の届かないように固定しておく必要があった。 医師と看
毒し、再度装着した。 医師へ報告（不穏状態であったこと）後、バルーンカテーテル抜去の指示を れる。
護師間で話し合い装着するルート類は必要最小限にする。
受けた。
巡視にて訪室すると点滴ボトルが空になっており、CVのルートが詰まっていた。
点滴ボトルの管理不足
頻回な訪室、訪室毎の滴下確認。
巡視に廻るとＥＤチューブがほとんど抜去されていた。
日中は家族がいて抑制を外してあるが、夜間抑制されていなかった。
家族が居られないとき抑制させてもらうようにする。
巡視に行くとベット柵が下がり隣のベットの下に横たわっているのを発見する。トイレに行こうと転 患者状態把握
頻回な訪室。眠剤服用は、左側臥位禁止とする。
倒したもよう。異常なし。
巡視に行くとベット柵が降り、上半身が床に落ち足はベット上にあった。異常なし。
患者状態把握
ベットの高さ調整。柵を紐で固定する。
巡視に行ったところ患者様がベット上にいなかった。トイレにもいない為、再度訪室するとベット横 棚側にベットを寄せていたため柵を使用していなかった。ベット上での多動がみられる患者様が増 使用していなかったベット柵を取り付ける。同じ事が起こらないように他患者様のベット柵もチェッ
の棚に頭を入れた状態でいた。ベットから落下した様子。声かけに返答あり。
えているがベット柵が不足している。
クする。ベット柵が十分にない為、必要があればサークル上の柵の取付けを依頼する。
巡視のため訪室すると、ベッドサイドに患者が立っており、ＩＶＨルートがベッド上の枕わきに置かれ 患者管理不十分。
申し送りで最終排尿を確実に行う。 ＩＶＨ管理、環境整備を確実に行う。
ていた。トイレに行きたいとの言葉があった。
巡視のため訪室すると、レビンチューブが抜けていた。固定していたテープは鼻翼、頬に固定され 患者がレビンチューブを気にされ、触っているうちに自己抜去となってしまった。レビンチューブの チューブ類に指などが引っかかりにくい固定を行う。 状況判断し必要時、抑制をさせてもらう。
たままだった。 経管栄養開始は翌朝からだったので、再挿入は行わなかった。
固定がゆるかったため。
巡視のため訪室すると、右ＴＰＮを自己抜去していた。
意識レベル？、理解不足もあったが、抑制はしていなかった。
固定の工夫。必要時抑制も考慮する。
巡視のため訪室すると患者がベット横に落ちているのを発見する。
ベット柵は中央に一点しかなく、もう一つは足元においてあった。転落を繰り返している患者なの 毎回、ベット柵が必要なのであればサークル型のベット柵への変更も検討する。転落要注意対象
で、柵は２点必要であった。しかし、最後に誘導した際に１点しかなかったにも関わらず対処しな の患者様への対応を病棟職員に注意を促す。
かった。その後の巡視でも、柵の対処について気づかなかった。
巡視の際、母親と患児が入眠中であったが、児の側のベッド柵が全部下りていた。後で、母親に 入院オリエンテーションの説明不足 寝返りをうたない児についての母親の認識不足。
入院オリエンテーションの中で十分に危険性も含め説明を行う。 日ごろから訪室時に柵の必要
確認した所ベッド柵を上げないといけないことは分かっていたが忘れていたとのこと。
性などを説明していく。
巡視の際に、湯のみの中にタバコの吸殻を発見した。
観察不足
病室での喫煙の危険性を理解が得られるまで説明。又、観察の強化を図る。
巡視の際に点滴残量、滴下数を確認したが、ギリギリ次の巡視までは落ちきることはないと判断 患者の状態により速度が変わることを十分に理解していなかった。 新人看護師であり、技術が 技術を向上できるようにする。 早めに交換するよう心がける。 他のスタッフにも情報を伝えてお
し、交換する点滴を準備だけしておいた。しかし、次の巡視に行くと、点滴は空になっていた。他の 未熟であった。 大丈夫だろうという思い込みがあった。
く。
看護師にも声をかけ、生食ヘパリン生食を流すも通らず、刺入部は固まってしまっていた。患者・
その家族に謝罪し、点滴を刺しなおすことを説明、当直医にて点滴を刺しなおした。
巡視後30分に病室で物音がしたので訪室。ポータブルの傍に倒れていた。トイレに行こうとして起 ポータブルの位置が適切ではなかった。
本人に合ったポータブルの位置の確認。 夜間のポータブルトイレの誘導。
きた時、めまいがした。 当日、眠剤は服用していない。 大腿骨骨折の疑いあり。
巡視時、ソファで患者様が眠っているのを発見する。体がソファから大きくはみ出していて今にも 観察が不十分だった。
ＮＳに報告する。今後も注意観察する。
転がり落ちそうな状態であった。声かけをして起こす。「今何時」とおっしゃり、「もうすぐ３時です。
まだ早いですからベットで寝てくださいね」というと、患者様はトイレに行った。
巡視時、トイレで尻餅をついて動けないでいるところを発見。
ADL低下していたと思われる。
夜間のみならずナースコールをもらい介助することとした。
巡視時、トイレへ行く途中で転倒する。 普段よりフラツキはあったが、トイレへの移動は可能で
フラツキが強く、転倒されたと考えられる。
転倒の可能性を予想して、声かけをし介助する。また指導していく。
あった。
巡視時、バルンカテーテルの自己抜去を発見する。
自己抜去を繰り返している。 痴呆があり、コミュニケーション不足によるものと考えられる。
口頭指示は復唱して確認する。
巡視時、ベッドから左上半身が落ちているのを発見。
９０歳の患者。ADL低下の状態を把握し、ベッド柵を増やすなどの対策が必要だった。
事故防止の為危険因子アセスメントシートの活用。予防策の実施。
巡視時、ベットの端で熟睡している患者様を発見。今にも落ちそうであった。
眠剤投与後で、落ちそうな状態で寝ていても気づかなかったと思われる。
声かけしても起きなかったのでベット中央に移動した。その時に、患者様が目覚めたので落ちそう
であったことを伝え、注意を促す。今後何度も同様のことがあれば、ベット柵をつけることも検討す
る。ＮＳに報告し、頻回に訪室する。眠剤投与後は巡回を密に行う。
巡視時、患者の「痛い」という声が聞こえてきたため、訪室すると、ポータブルトイレの前に患者が 夜間であり、足元も暗かった。また睡眠薬を内服していた。高齢であるため、ふらつきがあった。本 以前の転倒時に、ポータブルトイレの配置や、滑り止めマットをひいたりした。うーご君をもっと早く
正座しており、額より、少量出血あり。上席者に報告。バイタルサインを測定し、ガーゼで止血し、 人遠慮して、ナースコールを移動時押さないことあり。
導入すればよかった。
イソジン消毒し、絆創膏を貼付。その後医師報告する。
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具体的内容
巡視時、患者がトイレに行こうとして、廊下を歩いていた。そのとき、ヘッドギアをつけていなかった
ので、先にトイレ誘導し、その後私が患者のヘッドギアを取りに行き、患者さまに渡した。
巡視時、患者がベッドサイドに倒れているのを発見。バイタル測定をしてレベルクリアな事を確認。
状況・状態報告を主治医に電話にて行う。
巡視時、床に座り込み床についた便を拭いているのを発見した。外傷なし。（どのようにして床に
座り込んだのか不明）
巡視時、床に倒れているところを発見する。外傷なし
巡視時、床頭台の方を向いてﾍﾞｯﾄ柵を握り下着は脱いだまま、床に座り込んでいる患者を発見。
（４人部屋の中央にPｰﾄｲﾚは転がり床がぬれていた。「滑ったとです」と厚めのソックスを履いてい
た）
巡視時、体位交換をするため、寝具を剥ぐと点滴ラインの接続が外れ、血液と薬液が漏れてい
た。患者はしきりに、上肢を動かしていた。
巡視時、点滴ルート確認すると自己抜去していた。 痴呆あり。

背景・要因
改善策
再三、ヘッドギアの必要性については説明しているが、患者はすぐに忘れてしまう。そのため、患 ヘッドギア未使用時は、声かけし、着用を促す。
者が行動される前に、必ず「帽子をかぶって下さい」と声かけし、今後も観察、注意する。
ベッド柵が２点柵であった。ほとんど体動のない患者であり自分一人では動かないと思っていた。 ベッド柵を４点柵へ増やした。訪室回数を増やす。
観察・確認不足
観察不足 歩行障害があり、動けないと思っていた。
思い込みをせずに観察する。必要時抑制。定期的に排泄介助の声をかける。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
患者の状態の的確な申し送り 頻回な訪室
患者にあった病室環境の不足（病室の照明、P-トイレの位置・高さ、L字バーの設置）。家族への 転倒転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。（ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整
指導不足で厚手の靴下を履いている。
備・履き物の指導・排泄パターンを掴み適切な排泄援助）
接続部の固定状況。

テープ固定の上から輪ゴム固定の、２重固定をしていた。輸液ラインの再選定を実施し。ロック式
固定の製品に変更した。
自己抜去を繰り返している。 輸液の位置、固定方法等工夫しているが、本人理解できないため、 頻回の訪室、テープ固定の確認をしていく。
結果管理ができない。
巡視時、尿管カテーテルのラインを確認したところ、固定水が入ったまま尿管カテーテルが抜けて 説明が理解されない
尿管カテーテル留置の必要性の検討 必要時了解を得て抑制
いた。
巡視時、尿道カテーテル自己抜去しているところを発見。出血少量有り、尿道カテーテル再挿入。 観察不足。
介護衣の着用。腹巻ルートをハイラテックスで固定。
巡視時、部屋の扉は閉めてあったが、再度通りかかった際に開放したかったため訪室すると、患 尿毒症の症状も出てくることも頭に入れて、まめに訪室すべきだった。家人と相談し、身体拘束も 緊急透析を受け、不隠が予測される患者であったため、頻回な観察が必要であることを皆に再度
者がベッドサイドに立っており、点滴接合部が外れていた。滴下落下せず。酸素マスクも外れてい すべきであった。
指導した。
た。ベッドに横にし、酸素装着、点滴を再挿入した。主治医に連絡。経過観察の指示となった。
巡視時、訪室するとベットの下で入眠しているところ発見。異常なし。
患者状態把握
頻回な訪室。リハビリ段階で今後行動範囲拡大することから予防のため畳及びマットへの変更や
離床センサーの使用も考慮する。
巡視時、訪室すると室内のポータブルトイレに一人で座っており、末梢ルートが抜けており周囲は 明け方であり巡視のとき入眠中であり、排泄の声かけができていなかったのではないか。
持続点滴中で痴呆・健忘の患者には時間を決めて排泄の声かけをする。
血液汚染していた。
巡視時コーフローチューブ自己抜去しているところ発見する
体動とともに手袋している手を動かし頬の絆創膏がはがれた
絆創膏のはりかえをする,体動激しいときはクッションなどを利用し手が行かないようにする,頻回の
訪室で絆創膏のはがれを早くみつける
巡視時にタバコの臭いに気づき病室へ行くとタバコを吸っていた
患者自身が我慢できなかった事と患者が高齢であることで説明が不十分だった。
再度説明をした。
巡視時にベッドサイド横に臥床を発見。「食事の支度をしないといけない」と意味不明な発言あり。 不可抗力
必要時抑制もやむなし
巡視時に血液のついた寝衣を発見 点滴を確認しようとルートを辿るとサーフローが自抜きしてい
た
巡視時に床に水溜りがあり輸液ラインとフィルターの接続が外れているのを発見した
巡視時に排尿の有無を確認し、その際はいいとのことだった。一通り見回りを終え、その場を離れ
た直後にベッド柵が落ちる音がしたため、訪室すると、床に転倒されているところを発見した。本人
の話を聞くが、転倒時の状況を話すことができなかった。

高齢であること入院後初めて眠剤を服用したことなど危険行動に繋がる可能性が十分にアル事を 覚醒時周りの環境がすぐわかるよう状況把握がすぐにできるよう枕元の電気をつける
念頭に頻回の訪室すべきであった
ルートの固定を確認しなかった
退室前にルートを再確認する 責任が確認の責任をもつ
患者は、統合性失調症の既往あり、入院時大きな症状はみかけられなかったが、入院当初より、 もっと頻回に訪室し、、観察を密にしていく。少しの物音でも気にかけるようにし、訪室していく。
説明しても理解度がどのくらいなのか確認が困難な状況であった。転倒の可能性も十分検討し、
頻回に訪室するなどと心がけており、排尿の誘導も行っていた。しかし、昼間は一人で、尿器排泄
を行うこともでき、今回は、夜間ということもあり、また、入院３日目で、慣れない環境もあり、突然
のことで本人も驚いたということ考えられる。
巡視時に予定では３時に交換予定であった点滴が、早く落ちていた為急いで看護室に戻った。こ 確認不足。思い込み。
点滴交換直前まで開封しない。 また開封した際は、上下混入を必ず済ませる。 開封確認シー
の時すでにアミノフリードの外袋は名前も記入してあった為、上下開封してあると思い込みそのま
ルは点滴をつなぐ際に複数で確認してから外す。
まつないでしまった。開封確認のシールはあったが確認をしていなかった為、上下開封しないまま
点滴をつないでしまった。夜勤帯では発見出来ず、日勤帯の点滴交換時に発見する。
巡視時ベッドの下に落ちていた
動き不良にてバランスを崩した為？
訪室時用がないかこえ掛けをする
巡視時確認するとルート自己抜去していた。ルート取り直し固定する。
患者確認
不穏時症状前微確認する。安全考えルート保護、入眠のための対応を早く取る。
巡視時覚醒中Ｔピース外しており寝衣が乱れていたため整えている時にＣＶＰ自抜きを発見する 不動手袋着用すればよかった
入眠できる様眠剤処方する
巡視時床に尻餅を付いた状態になっている所を発見
ベッド柵が少なかった
以前にも転倒歴あり 患者の状態により対策をとるようにする
巡視時床に膝を突いているところ発見。ポータブルトイレに座ろうとして転倒した様子。異常なし。 環境整備、患者状態把握
ナースコール指導、訪室時の声かけ。
巡視時入眠している。5分ほど後、転倒していると同室者が呼んでくる。部屋に行くと部屋の真中で 巡視時入眠していた為、排尿の声掛けを行わなかった。 シーツ、病衣がぬれていなかった為、排 夜は眠剤を飲んでいるためふらつくこと、部屋が暗い為歩くのは危険なこと伝え夜間は尿器を使う
横たわり転倒している。膝を打ったというが外傷はなし。頭は打っていないとのこと。介助にてやっ 尿は大丈夫だと思った。
ようにと説明する。（日中は尿器使用したりトイレまで行き排尿している事もあるため。）
と立ち上がりベッドに戻るが足が思うように進まないといった状態。尿器にて排尿試みるが出ず、
オムツ内に尿が出てしまっている。（元々失禁のある患者）BP154/80・Ｐ107回/分・Ｓｐｏ２＝98％。
Ｄｒに報告すると変わりないなら様子見てくださいとのことであった。
巡視時病室前にあお向けになって倒れているところを発見
排泄時要介助の状態のためナースコール指導するが理解困難。
巡視体制の強化。ナースコール使用の指導。
巡視時不在であったため、本人の携帯電話に電話した。無断で外出していたため帰院を促した
入院中の外出・外泊について説明不足？（オリエンテーションで必ず説明している）
入院時のオリエンテーションの徹底。特に若い人に対して、外出外泊についての規則を充分説明
が、３時間後に帰院した。
する。
巡視時末梢ルートを自己抜去した所を発見する。患者はせん妄状態であり、見当識障害もあり意 患者が不穏状態であった。
点滴固定を確実に行う。 患者家族に協力を得る。
味不明な会話を繰り返していた。ベッド上安静 対麻痺、絶食中であり直ちに末梢ルートを再挿入
して点滴を再開した。
巡視時末梢点滴の先端が床に転がっている状態で発見。患者に聞くとまったく覚えがないと話さ 眠前に眠剤を内服していた。 精神科の薬も内服しており薬剤の影響下であった。
患者に理解が得られるまで説明を行う。 ルート類を最小限にするよう検討する。
れる。床にもシーツにも点滴の液漏れもなくきれいに抜かれている。
巡視時裸になっている独自で更衣しょうとしている 持続点滴ルート途中より切れている 本人に 持続点滴に対して拒否的であった
落ち着きが無くなることがあり予測できていたが 訪床をより頻回にする必要があり
問うとハサミで切ったといわれる ルートを交換しょうととすると拒否が見られたがルートの長さを
短くすることで納得する ハサミを点検するが床頭台等見当たらず
巡視中、家族室より叫び声が聞こえ訪室すると、他の夜勤のスタッフが対応していた。寝衣は上の 患者は不穏状態であった。 他の業務が忙しかった。
他の勤務者にも声を賭けをし、部屋の前を通ったりした場合所在を確認していもらったり、行動に
みは出しで前額部より流血した状態で座り込んでいた。止血している為イソジン消毒し、ガーゼ保
注意していく。
護しバイタルサインのチェック、意識レベルのチェックをし車椅子に乗せ部屋に戻り横になって休
んでもらった。朝、来棟した医師に報告し回診で見てもらうようにと言われる。
巡視中、男子トイレの一番奥で体を折り曲げ、眠っている患者を発見する。ちょっとの間に眠ってし 観察が不十分だった。
ＮＳに報告した。トイレに行ったら確認する。夜間は特に注意する。
まったようだった。患者を起すと｢眠ってなんかないよ｣と言われるが立ち上がろうとしないため覚醒
するのを待ち、ベットへ誘導した。
巡視中、離床センサー作動したため訪室すると、壁に右後頭部を打撲しているのを発見す腫脹軽 巡視体制。離床センサーの感度
巡視の強化
度あり。翌日頭部CT実施異常なし。
巡視中大きな物音がしたため、急いで訪室すると自室前の廊下に倒れているところを発見。
歩行不安定な他患者の誘導中にて本患者が独歩していることに気づかなかった。
常に危険予測をして対応していく
BP140/76mmHg、P72、頭頂部3×2cmの腫脹あり。意識鮮明。当直医報告。診察あり。様子観察
及び胴体拘束の指示あり。
巡視中訪室すると、ベッド脇に正座する格好で居るところを発見する。自力でポータブルトイレに移 転倒の危険性が有り離床センサー使用していたが、看護師が記録室を不在にしている間に離床 記録室を明ける時には前後で訪室し患者の状態を観察する。頻回に訪室する。
動しようとして立位保持が難しくバランスを崩した。
センサーがなり気づかなかった。
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具体的内容
背景・要因
巡視中隣室からの物音で訪室すると、反対側のベッドの足元へすがって立っていた。「トイレで
感覚障害のある患者がスリッパを使用していた。眠剤を内服していた。
滑って右膝をうちその後手すりにすがりながらトイレから帰ってきた。スリッパは履いてトイレに
行ったが、履きにくかったので途中でぬいで左手に持って帰って来た」と言う。その為体を支えきれ
ず転倒したとのこと。靴もベッド下にあったが履きにくかった為、スリッパを履いたとのこと。また、
希望で眠剤（マイスリー５ｍｇ）１錠与薬し尿器での排尿をするように説明していた。介助しベッドへ
臥床させる。バイタル異常なく、様子観察とする。
処置が終了した後服用する薬を朝の分と一緒に与薬する。午後主治医との会話で気がつく。
患者の治療計画確認
処置にて、昼の食事時間が遅れる為、昼のお薬を配膳のトレーにおいてあったが他の患者分をの 配薬のマニュアルがあるが徹底されてない
せていて患者本人から報告された。
処置に使用した摂子やはさみなどディスオーパで消毒後、危険なものはないか注意しながら引き はさみなどは膿盆に入れて別につけているが徹底できていなかった。
上げていたが異物摂子が残っていて指に刺さった。
処置後、点滴の指示有り。リーダーより施行を依頼され点滴を準備した.指示では点滴で与薬する 確認不足、思い込み。
ことになっていたが静注与薬した。
処置施行時、左大腿部に内出血が広範囲にあるのを発見する。 Ｄｒ報告、シップ貼用し様子観察 いつ、どのようにしてない出血に至ったかは不明で、本人に聞いても分からないがＮｓの観察不足
との指示あり。
があったと思われる。
処置室から病室に帰る途中 ズボンのすそをまくろうと手摺を掴みそこない転倒される その際
高齢でもあり手元足元がふらついたのではないかと思う
右側頭部を打撲される 患者はワーファリン内服中で出血など経過観察必要
処置室で患者のアナフラニールのアンプルの入った箱を逆さにして開けたところ、そのうちの一本 アンプルは落とせば割れるものとして慎重に扱うべきであった。
が落ちて破損した。
処置室で採血終了後、手を持ち立たせた後つきそいの方に手を渡し、しばらくしてドサッという音 状況把握がしっかりできていないが、付き添いの家族の方が手を引きシルバーカーにつかまらせ
が聞こえ、見ると患者が膝をついて頭を床にぶつけたらしく額から血がたれていたので対応をし る際の転倒だと想像される。
た。
処置室で朝の分の点滴を準備する際、伝票の上にあったデノシン５００ｍｇを蒸留水２０ｍｌで溶
デノシン１Ｖ（５００ｍｇ）が伝票の上に準備されていたため、薬剤名を確認し量まで確認せず準備
き、生食２５０ｍｌに混注し、約２時間でルートした。指示ではデノシン２５０ｍｇ×２（朝夕）であった した。生食のボトルにデノシン５００ｍｇと明記していなかったため、他の看護師が気づかなかっ
ため、受け持ち看護師が夕の分の注射を準備する際、夕の分のデノシンがないことに気づき発見 た。 新しくオーダー入力の伝票で１Ｖ５００ｍｇの表示で今までの手書きの伝票に比べて見にくい
に至った。
面もあった。
処置室で浣腸を行い、便意があったのでトイレに行くために杖をとろうとして転倒した。意識レベル 観察不足 判断不足
に変化なし。痛みもなし。
処置室に居た患者が１人で病室に戻っており、訪室した時には、車椅子の下に尻餅をついてい
１人で置かれていた。誰もいなかった。車椅子に抑制帯での固定がされていなかった。
た。看護師３人で車椅子に上げる。打撲斑、発赤、疼痛なし。
処置室の扉付近で背伸びをした際、扉の戸袋のカバーを押し上げてしまい、戸袋のカバー（鉄板） 戸袋カバーは磁石で固定され、５mm程度のひっかけ部分はあるが、押し上げてしまうと落下する
が落下した。患者はいなかったため、被害はなし。
可能性がある。しくみを指導する機会はなかった。
処置室通過時に床に座り込まれる姿を発見
頻回の訪床すべきであった
処置台の上に２名分の健診チェックリストがあり、他の患者の呼び入れにて患者Ａが入ってきた。 中途半端に仕事を受け継いだこと。 健診を受け持つ際、きちんと申し送りを受けなかったこと。
その時、机上の健診一式を確認せず健診を受け持ち、順調に進めたが、採血時スピッツの氏名が また、机上の確認をせず、無意識に仕事を開始してしまったこと。
違うことに気づき、検診内容が患者Ａと患者Ｂが異なることにこともきづいたが、その時、“ＸーＰ・
心電図検査をしなければ”と焦ってしまい、誤ってチェックリストの終了欄にチェックする再、心電図
の欄にもチェックしてしまった。結果、患者は心電図検査未実施のまま帰宅した。
処方６日分のところ、いつも通りの７日分集めた。
薬を集め終わった後の再確認を忘れたため、１種類７日分あったことに気付かず。
処方オーダーミス
コンピュータ関係の整備
処方された内服薬（抗生剤）を確認後、Ａ患者の薬の袋の中にＢ患者の薬を、Ｂ患者の薬の袋の ・業務、労働体制上の問題点
中にＡ患者の薬を誤って入れる。準夜帯の配薬時に発見され、患者への直接の影響はなかった。
処方された内服薬（抗生剤）を確認後、Ａ患者の薬の袋の中にＢ患者の薬を、Ｂ患者の薬の袋の ・業務、労働体制上の問題点
中にＡ患者の薬を誤って入れる。準夜帯の配薬時に発見され、患者への直接の影響はなかった。

・時間のゆとりをもって、確認の徹底をする。
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処方した散剤分包の際、髪が混入してしまった。
確認不足。監査みのがし。
処方にないガナトン錠が、混入した。（１包だけまき直した時の出来事）
ATC作動に問題がありモーター部分をいじっていたため混入したのかもと推測
処方の指示はバップフォー錠１０ｍｇであったが、２０ｍｇで調剤してしまった。院内採用が２０ｍｇな 確認不足。
ので、先入観があり、単位を確認せず調剤し、監査も同様に確認しなかった。
処方の修正をする時に他の患者のIDで入力したため、不要な薬が患者に渡されるところであった 患者氏名を確認しないで入力していることに気づかないでそのまま処方箋を渡そうとした
処方の重複されているのに気がつく。
処方箋が、新しくなった事と内服を変更してあった。
処方の打ち込みミスを看護師に指摘され訂正 患者への影響はなかった
情報の伝達の不備
処方の薬を服用したら震えると訴え来院、シングレアチュアブルが処方されていたが、入力誤りが 事務職員の入力間違い、医師の処方の際の確認不足、伝票を渡す際の確認不足。
あり伝票ではシングレア錠となっていた。 それに気付かずｄｏ処方でシングレア錠が処方された。

監査の徹底。
再調剤分の内容について確認
監査時の確認の徹底。
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改善策
感覚障害のある患者は、スリッパではなく靴を使用するよう指導する。 眠剤与薬時は、出来るだ
けベッドサイドでの排尿を強く勧める。

処方箋を十分確認する。薬の効能を十分認識する。患者の状況を認識する。
配薬は患者確認しマニュアルの徹底
つける場所が３槽あるので、危険なものはひとつにまとめる,かごがついているのでそれであげる。
準備をしたら必ず二人以上で確認する。
観察を十分に行なっていく。
気分不良時など何かあれば呼ぶように伝える 夜間はポータブルトイレを使用する
取扱には十分注意し、作業する。
防げないことでもある。
看護師同士の申し送りとダブルチェックの機能をきちんと生かすよう徹底する。又看護師の基礎的
な確認の手順を徹底する。
浣腸を行った時は急いで動こうとされるので早めにトイレに移動していただくか、トイレまで介助す
る。
患者を１人にせず、観察できる場所にする。必ず、車椅子乗車時は抑制帯にて固定をする。
病室と同じしくみであるので、全病棟へ伝達した。
頻回の訪室に心掛ける
処置室の机上には１名分のカルテ・検査伝票類しか置かないこと。 できるだけ、同一ＮＳが最後
まで担当すること。

調剤済みのチェックを入れる。
コンピュータ関係の整備
・時間のゆとりをもって、確認の徹底をする。

処方箋を手渡すまでのチェック方法の見直し
処方箋を一覧でわかるように改善をしていく。
コンピューターが必要
確認の徹底

処方は「アレロック」であったのに薬剤部より調剤されて来たのは「アロテック」であったが、間違い ・調剤をした薬剤部でのチェックもれ。類似薬品の為でもあるが、ダブルチェックをしているにも関 薬剤部での更なるチェック体制の強化また、病棟での薬剤を受けた時には、処方と現物が間違い
に気づかず患者様に内服させてしまった。間違いには主治医が気づいた。
わらず間違った。 ・薬剤を受けた病棟看護師も確認を怠った。また、再度確認をせずに患者様に ないかを必ずチェックし、思い込みをなくす事が必要。
服用させてしまった。夜勤時間帯でもあり、慌てていた。また合っているものと思い込んでいた。
処方を14日分とすべきを前回残量調整し１０日分を処方し、ｄｏ処方し 薬局から、疑義紹介があり 前回のｄｏ処方をした システムでｄｏ処方ができ、安易に使用することに問題もある
ｄｏ処方使用時は確認の徹底
訂正した
処方を注視にする際に薬局に連絡するのを忘れた。院外処方箋が投薬窓口に残ってしまった。 情報伝達の問題
処方中止の際の情報伝達方法の周知
処方一覧シートを出した時にリーダーが内服投与時間を記入することになっている。新しい処方一 確実に処方一覧シートを記入し、第３者に見てもらうことをせずに、いつもの場所に入れてしまっ 前回のと比べながら記入すること 最後にもう一度あっているか確認し、第３者の人、次のリー
覧シートを出し前回のと見比べながら時間を記入していったもののインクレミンＳＹの内服時間を１ た。
ダーにも確認すること。
０時と２２時だったのを２２時を記入するのを忘れてしまった。
処方指示は、ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ5mgであったが誤ってｱﾑﾛｼﾞﾝ5mgを調剤して処方してしまった。
ﾚﾆﾍﾞｰｾﾞ5mgとｱﾑﾛｼﾞﾝ5mgが同じ棚の同じ段に置かれていた。
同様の薬効を持つ薬剤を同じ段に鳴らないように配置した。
処方指示は６包３×で配薬しなければならないところ、３包３×で配薬。その後病棟看護師に発見 配薬時の指示及び、薬袋の見落としによる、誤った量の配薬。
配薬時の指示等の確認及びチェックの徹底。
され、薬剤部へ連絡がありミスが発覚。
処方指示内容は、「マイスリー5mg」であったが「マイスリー10mg」が処方されていた。患者様が他 ダブルチェックの確認不足。マイスリーに関しては、5mgと10mgの両方が必要なのか。
使用する薬剤に関して検討が必要。
院入院のため処方された薬であったので内服することはなかった。
処方中止の連絡が薬局にあったが、料金計算（薬剤引換券発行）へは連絡が行かなかった。薬剤 情報伝達の問題
処方中止の際の連絡方法の徹底
引換券が発行され、患者は投薬分の料金を支払い、投薬口に薬を取りに来た。
処方中止の連絡をし忘れた
処方変更の際のＩＤ管理の問題
関係部署への連絡なしに処方の変更が出来ないようにする
処方内容のシールと注射薬が間違って薬剤科から届いた。
ラベル間違い
処方内容のシールと内容の確認（ダブルチェック）を徹底する。
処方内容を入力する際、前回ｄｏ処方であったが、１剤入力を忘れ処方箋を出してしまった。 患者 確認不足。入力をしながら他の業務を行っていたため、集中力が欠けていた。 カルテの記載もｄ Ｄｒのカルテへの記載を徹底する。 入力途中で他の業務は行わずに、集中して行う。 入力中、
さんが気付いたため、追加で処方箋を出すことができた。
ｏとなっていたが、実際はアムロジン（５）１Ｔ １ＸＭ リピトール（１０）１Ｔ １ＸＡであり服用の用法 入力後の確認をしっかりと行う
が違うため、別々に記載すべきであった。
処方日数の間違い（眠剤の14日をこえた処方指示）
定期処方で薬を確認しなかった
定期処方であっても、全ての内容（薬剤）を処方時にチェックする
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具体的内容
処方入力誤り
処方入力時に、「Ａ」と書いてあったので、Ａ.Ｂ氏に入力してしまった。実際は、Ａ.Ｃ氏だった。 お
薬引換券を配る時に、Ａ.Ｂ氏がいなかったので、Ａ氏を探して、Ａ.Ｃ氏だと分かった。 その時点
で入力の間違いに気づき入力し直したので、患者には間違った薬は渡っていない。
処方変更時に日付を勘違いしてラクテックを払い出し忘れてしまった｡病棟看護師が気付いた。
処方薬をコンピューター入力時に、前回までの処方がブロプレス12ミリグラムだった薬を今回は８
ミリグラムに変更になっていたのに気づかず、前回と同じ１２ミリグラムで処方箋を出してしまった。
処方箋を患者に渡したあとカルテを確認したときに気づいた。
処方量５６錠のところ、１０錠不足した状態で確認し本人に薬を渡してしまった。

背景・要因
改善策
入力作業時の入力ミス、確認不備
確認作業の徹底、患者履歴等の確認
「Ａ」と書いてあった時に、ＡといえばＡ.Ｂ氏しか思い浮かばず、その人だと思い込んで確認をしな 同姓の患者さんが多いので、必ず姓名を確認する。
かった。
処方箋の確認不足
長期間にわたり同じ薬を服用している患者の処方であった。今回、薬の変更があったが、同じ名
前の薬でミリグラム数の違うものであった。名前が同じ薬ということで、いつもの薬と同じという思
いこみがあったとおもわれる。また、患者に処方箋がわたるまでに確認の機会は２回あったが気
づいていなかったことから、注意力不足であったとおもわれる。
薬剤を鑑査する際、錠剤の数量を勘違いし見落としてしまった。

監査の徹底をする
処方箋の確認時は、薬の名前が変わらずミリグラム数や錠数のみ変わる事が多い薬は特に注意
しやすいように薬品名を書き出しておく。 カルテと処方箋の薬の確認は複数の人数で確認を行
い、同じ人の間違いを防ぐ。
一枚の処方箋を最後まで鑑査し、終わるまで集中し別の用件がある場合にはメモを取るなり、何
らかの方法で対応する。
薬剤に対する思い込みを無くす．処方箋を見て復唱して調剤をする。
患者と共に氏名を確認して服用説明を行う必要があった。分包袋への印字システムの見直し

処方箋と違う薬剤を調剤してしまった．監査官が監査時に気付いた。
薬剤名の確認を怠ったため。
処方箋と処方された薬の袋の氏名は確認して間違っていなかったが、１包１包の数のみ確認して 確認不足・思い込み
処方箋と氏名を確認しなかった。服用開始後２日後一字氏名に間違っていた事に報告を受ける。
患者様に薬剤を渡す際中の粉砕を出さずに患者様に渡してしまった。患者様と共に氏名を確認し
て服用説明を行う必要があった。
処方箋に１日4Aと指示を見落とし、1Aと思い込み１Aのみ与薬する。
処方箋の確認不足。
処方箋の確認不足、指示の記入方法の統一。
処方箋に記載されていた薬剤と異なった薬剤を調剤し、患者さまに交付した。
類似名称の薬剤による誤調剤
当該薬剤の常備位置の変更
処方箋に記載されている薬のうち渡していないにも関わらず、監査の時処方ずみのチェックを入 思い込みと確認不足。
薬棚を改良し間違いにくい配置とした。また、指差し呼称を徹底する。
れてしまった。
処方箋に粉末化の指示があったため、42錠を21包として調剤したが、『1回2個』の部分を書き換え 調剤する際には、処方箋・薬袋のチェックを怠らない。
必ず、薬袋の確認をする。
なっかたために、患者に1回4錠分結果的に投与されてしまった。
処方箋の渡し間違いにより、薬を誤って飲んでしまった。調剤薬局の監査で後日判明。特に患者 処方箋の再確認の徹底（カルテ）
患者への処方箋の渡しの際はもう一度確認する。
には影響のない薬であった。
処方箋の内容が間違っていた。そのまま、院外薬局へ持って行き、院外薬局で、指摘された。
カルテ記載の問題
前回処方をｄｏでなく記載する事の徹底を検討
処方箋の変更ミス
問い合わせに返事なくそのまま忘れた
問い合わせするより処方箋通り調剤する
処方箋を印刷する際に、用法に食事前を指示するのを忘れ、食後で分包して調剤してしまった。 思い込みや確認不足による、チェックの仕組みの問題点。
注意深く調剤するとともに、他の薬剤師に処方箋の内容を確認してもらう。
本人からの電話連絡で誤調剤に気づき、内服前に交換した。
処方箋を見まちがい、ラシックス２Ａを重複して投与してしまった。（口頭でメンバーに指示した。） ケアレスミス。
処方箋は必ず３度確認するよう意識づける。
直ぐに主治医に報告しＶＳの変化がないか観察するよう注意を受ける。
処方箋を片付ける際、終了分を入れるところにいれてしまった
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認の徹底の指導 次の勤務者への伝達方法の確認
処方箋を薬局に提出するのが遅れた。カルテに挿んだままになっていた。
確認不足。
処方は１つ１つ処理する。再確認をする。
処方箋記載のフランドルテープSの調剤を忘れた
処方薬が多い場合処方箋が何枚にもなるので見落とした
最終的にもう一度確認してから監査へ
処方箋上、『ヒルナミン（２．５ｍｇ）１錠』となっていたので、ヒルナミン（５ｍｇ）１／２錠を調剤しなけ 病棟との連携不十分。
病棟との連絡が不徹底のため、メモによる連絡網を確立した。
ればならないところ、処方箋に書いてある小数点が見えなくなっており、誤ってヒルナミン（２５ｍｇ）
１錠を調剤してしまった。
処方箋入力ミス
思いこみ
医事課・ドクターでの確認
初回の化学療法のため４時に生食１００ｍｌ+デカドロン２０ｍｇの点滴指示があった。初回化学療 情報収集が足りなかった。 看護師間での情報の伝達が十分に行われていなかった。
深夜の１日分の点滴確認は受け持ち看護師が行い、受持ち患者の点滴を把握する。 初回の化
法は上記の点滴はいつも４時に施行することは知っていたが、情報収集不足で４時の点滴が未施
学療法と２クール目の違いを再度確認し、化学療法の副作用など知識を深める。
行となった。朝８時日勤の看護師が未施行に気が付き指摘される。すぐ主治医に報告し、今から
点滴施行の指示があり８時に点滴施行となった。
初診患者で、申し込み用紙を記入していただく際に、生年月日を間違えて記入された。初診窓口 ・診療録作成の処理手順の遵守 ・新人の作業手順の確認不足
・確認項目の漏れを防止するため、確認した事項にチェックマークを記載し、最終確認を行った上
でも、保険証の照合を見落とし、誤りに気づかず作成していた。 診察側の問い合わせで、間違い
で入力する。
に気づき、正しい生年月日で端末登録したところ、以前にＩＤ番号の登録があり、二重登録になっ
ていたことがわかった。その後カルテを作成し直した。
初診患者で会社の検診で気胸を指摘され受診する 検査結果用紙を前もって出されていたので 受付で渡されえた順番表にフルネームでかかれていなかった為 カルテがさがしづかった またも 医事課へ初診患者の順番表の記入についてフルネームで順番受付時間を正確に入れてほしい
預かった看護師に様子はどうだったか確認すると特別苦しそうにしているわけでもなく緊急性は感 う少し時間をかけて探して前検査に行ってもらうべきだった
木曜日は内科の受付番号が多くなるが医師が二人おるので まだと思っていても順番がはやくな
じられなかったとのことでカルテがきた時点で医師に確認し検査の有無を確認しようと医師に報告
ることがあるので担当看護師は心つもりしておくこと とくに初診の患者には伝えておく必要がある
しオーダーを出してもらっていた時 受付表に性のみかかれ番号が４４番の表をもっていた順番確
診察場の行動表や指示うけメモなど作成して覚えいられないことをつくっていくのもよいのではな
認で他の看護師がカルテをさがしにきていた カルテはみつからずまだ１０番で他の患者の診察を
いか
していたので昼ごろになると伝えてもらったので一旦帰られ検査をうけるのが遅くなった 昼前に
来られ放射線をとられみると明らかに気胸があった 医師が診察し本人との相談で本院へ転医と
なった
初診患者のカルテの姓に記載ミスがあり、患者本人に指摘されて、訂正。
カルテの名前への記入時の当事者の確認ミス。
初診患者のカルテを作成した場合には必ず、本人に名前を確認していただく。 当事者に厳重注
意。
所見用紙に前投薬としてブスコパンに○印が入っていたため1Aを筋注したが、その後カルテ処理 問診時に情報をきちんと得られていない可能性が考えられる。
前投薬、薬剤アレルギー、抗凝固剤のチェックを確認する。
の際過去の内視鏡はグルカゴン使用の記載があるのに気づき、患者様に問うと前立腺肥大にて
泌尿器科で内服治療中であった担当医師に報告排尿障害出現するようならば病院に連絡するよ
う患者に説明し理解を得られ帰宅する。
女子、男子両方のトイレに便器の周りおしぼりの袋が４つ落ちているのをトイレ清掃時に発見す 食事にだけおしぼりを出している。その間の様子観察が不十分であった。
ビニール袋の回収について患者様に説明し、職員も注意し、必ず受け取るようにする。
る。
女子トイレにて転倒し尻餅をつき右肘を打撲
普段は車椅子トイレを利用しているが使用中であった為慣れないこともあった
貧血のある患者でふらつきも考えられるので歩行時家人またはナースが付き添う様説明する
女子トイレに使用済みのリハビリパンツと尿取りパットが落ちていた。廊下に患者様がいたので尋 観察が不十分であった。
リハパンツなどの汚れを捨てるときは、看室に声をかけるよう話す。適時、リハパンツの汚染の有
ねたところ、汚れたので置いたとのこと。
無と声かけ、確認をする。
女子トイレの前を通りがかると車イスの前方に足を投げ出した状態でしりもちをついている患者を 下肢筋力が低下しており、身障者トイレではなく女子トイレでの排泄は困難であったと考える。
排泄時付き添う、ナースコールの使用、身障者トイレの使用。
発見する。
女子トイレの便座部分を固定する捧が見当たらない。
何度となく外れてその都度対応していたがそのたびにゆるみ、外れていた。しかし、十分に対応し 清掃時の点検を行う。
ていなかった。
女子トイレ和式のところで便器の上に座り込み立てなくなっているところを発見する。NS2人助手1 「トイレに行って来る」と言われたとき、老人車をベッドサイドにセットし靴を履くよう声かけ日中と同 起床後であったため付き添いトイレに行くべきであった、痴呆がある場合は、口頭説明で終わらな
人で介助し立位とる、疼痛不明「わからへんわ」脱臼みられず立位とれ老人車歩行できる。打撲疼 じ洋式トイレを利用してくださいと声かけをしていたがOP後であり痴呆もあるため付き添いトイレま いようにする。
痛部位問うが「どうもないと思うけど」という主治医に報告する。
で行く必要があった。
女性のＡ氏に処方するつもりが、男性のＡ氏に処方してしまい、後でナースに指摘され気付いた。 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
指示出し時に氏名を確認する。
女性患者が男性患者様に対し、暴言を吐き、殴りかかろうとする。制止に入ったＮＳに対しても手 女性患者は、男性患者に対し、妄想を抱いている。この女性患者様は、精神病状により時々、他 観察を行い、患者様が興味あるものを探し妄想があっても他のものに目が向けられるようにする。
をあげようとする。
患者に対し妄想を抱くことがある。
徐脈にて心臓ペースメーカー植え込み術となった患者、抗生剤の点滴用の末梢静脈ラインを、自 留置後問題なく経過していた為、事故の予測に対し気が緩んでいた事もある。
目が離れ観察の目が行き届かない場合は、事故抜去対策は立てるべきである。
己抜去した。
除水計算時，点滴量を２００ｍｌを５００ｍｌと間違って記入しそのまま計算し透析後の体重を０．５Ｋ 注射処方箋で最終確認をしなかったＷチェックしているが、Ｗチェックの方法が違法
透析カードに記入時は注射処方箋をみて記入Ｗチェック時は二人で同時に同じ作業をおこなう
ｇ引き過ぎで終了する透析後の血圧は普段と変わりなく帰宅
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具体的内容
背景・要因
除水設定がパターン除水で設定するはずが開始時のままで終了30分前に気付いた。目標除水量 業務手順、ルール、チェックの問題
の3分の１しか引けてなかったため、 40分間イーカムを行なった。 患者への影響は、除水不足
による心不全の誘因となる可能性あり
除水設定の時に本来時間180CCのところを1800CCと誤って入力しており約25分で除水終了ブ
業務手順･ルール･チェックの問題
ザーが鳴り間違いにきずいた。この時、開始時の血圧が124mmHgであったのが、90mmHgとなっ
ていたため、 下肢挙上、補液を行い回復した。 このまま気付かなければ、血圧低下による意識
消失や急激な除水による心臓への負担も考えられる。
除水量の計算を間違い、そのまま入力設定し、HD開始になった。
思い込み、確認不足。
小健中湯 15ｇ（6包）分３のところを3包分３と処方箋に記入
外来カルテの確認不足（転記）
小児の胸部撮影とＫＵＢ撮影があり、撮影後胸部写真のみを患者様に渡し、ＫＵＢの写真を渡し忘 昼交代時間帯で業務多忙な時間帯であった｡
れた｡外来より指摘を受けフィルムを診察室まで持っていった｡
小児の胸腹部撮影において、胸部を撮影してしまったため再撮影した。Chest-abdＸーＰ検査箋に 検査指示の記入形式が統一されていない。
は記入してあった。
小児の血沈であったのに自動血沈型に立てたため測定できなかった
確認不足。連携不足（小児科と注射室）
小児の錠剤粉砕処方で、7日分投薬すべきとことを10日分で調剤し投薬してしまった。病棟で確認 1条を粉砕して、10日分に分割し、3日分破棄すべきところをそのまま10日分で投薬 昼の食事の
を行った看護師が間違いに気がついた。
時間帯で、人手が少なく、また、業務が重なった為焦りがあった。
小児の喘息治療の為、輸液ポンプ使用にて点滴施行中、準夜看護師が点滴を交換の際、滴下数 自分では確認していたつもりが、設定されたものを信じ込んでいて、再三の確認がきちんとできて
を間違えて設定し、申し送りでは正しい数値を申し送る。深夜中も確認していたつもりであったが、 いなかった。
思い込みと確認不足のため間違いに気付かず、滴数多いまま日勤まで経過し、医師の回診時、
医師より指摘がありミスに気付く。患者の異常の有無の確認と手点滴下数の変更をした。
小児科の外来患者のCa4.4のパニック値を、再検せず誤報告をした。医師からの指摘で再検し
検査結果を容認する際の注意力が不足していた。
（9.4mg/dl）訂正報告した。ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞする際の分離液の混入が要因と考える。
小児科の救急患者に対し、医師より注射指示があったが、オーダーされた量の間違い（ネオフィリ 医師のオーダー違いについて詳細は不明だが、おそらくネオフィリン注2.5％10mlの製剤であるた
ン1Aのところ2.5Aで指示されていた）に看護師が気付き指示し直してもらった。
めこの2.5％をアンプル数と勘違いしたものと考えられる。
小児科廻診直前「さっきベッドから落ちました」と母親から報告あり。右前額部やや皮下出血見ら ベッド柵が中段までしか上がっていなかった。
れるが、患児は泣きやみ症状も変わりなし。母親が後ろ向きで薬を準備中、本人は床の何かが気
になって下を覗きこんで転落したらしいとの事。高柵ベッド使用中で中段まで柵は上げてあった。
クーリングにて様子観察とする。
小児科外来、化学療法予約患児に対し注射薬4種類処方していた。うち1種類は筋肉注射でその 指示書の確認不足（与薬方法の確認不足） 使用後のものと使用前のシリンジが同じ机の上に置
他は静脈注射であった。「カイトリル」以外の化学療法薬は医師が準備していた。血管確保をして いてあった。 残っているシリンジ内の液体（薬剤）が何かわかっていなかった。
メインルートを接続し静脈注射薬を医師が静注しベットへ移動していた。その後医師は他の用事
（5分ほど）しておりその間に使用したシリンジ、バイアル等を捨てた。もどってきた医師に「筋肉注
射薬は？」と聞かれたが、それも処分していた。
小児科入院中のソリタ３ ５００ｍｌを１時間に３０で、抗生剤５０ は１時間でおとす指示となってい 検温の忙しい時間帯で気持ちの焦りがあった。また、速度を変えた後の確認を怠った。
た。 深夜で６時の抗生剤を５０でおとし、抗生剤終了後、ソリタ３に交換する際に輸液ポンプの操
作ミスにより、速度を２０までさげてしまった。 その後、９時の回診時に速度の誤りに気付き、３０
になおした。２時間で６０おちるはずが４０しかおちていなかった。患者には影響はなかった。
小児科入院中のソリタ３ ５００ＭＬを１時間に３０でおとす指示で、抗生剤５０ は１時間でおとす指 検温の忙しい時間帯で気持ちの焦りがあった。また、速度を変えた後の確認を怠った。
示となっていた。 深夜で６時の抗生剤を５０でおとし、抗生剤終了後、ソリタ３に交換する際に輸
液ポンプの操作ミスにより、速度を２０までさげてしまった。 その後、９時の回診時に速度の誤り
に気付き、３０になおした。２時間で６０おちるはずが４０しかおちていなかった。患者には影響はな
かった。
小児科予防接種のため薬局に薬品請求に行ったところ在庫が無く、急ぎ請求してもらった
一週間前に予防接種予約票のコピーをクラークが薬局に出したが、薬局では受け取っていないと
のことで詳しい背景は不明
小児学齢Ａ食のおやつ（りんごジュース）を消費期限切れの物を患者さんに出してしまった。患児 準備する時に日付を見たが、１０月２６日はまだ過ぎていないと思い込み用意した。
の付き添いの方が気付き詰所から連絡が入り、すぐに交換した。８人中２人が飲んでいた。
小児胸部において、酸素チューブが肺野の中に入ってしまったため再撮影した。
確認不足
小児胸部にて,撮影後プレートを読み取り操作を忘れてしまった。本人渡しであったため通常より15 確認不足
分ほど待たせてしまった。撮影終了直後に患者様より声をかけられ話をしたため手順が間違って
しまった。
小児胸部にて診療科名の入力間違いフィルム整理時に発見。フィルム上で修正、提出。
確認を怠った。
小児胸部撮影にて、診療科の入力を間違えた。同一科が続いていたため違う科が来たことに気が 確認不足
付かなかった。フィルム上で訂正し提出した。
小児胸部撮影にてパラメーター選択ミスフィルム整理時に発見し、画像再処理にて再出力し提出 確認作業を怠った。
小児胸部撮影時において、伝票へのフィルムサイズの記入を間違えた。フィルム整理時に発見さ 確認の不充分
れ訂正した。
小児手術前投薬の粉の調剤をし、分包紙に薬品名を書いたが、量の記載を書かずに病棟へ払い 調剤時の不注意による、薬品量の書き漏れ。 薬品監査時の不注意による、監査漏れ。
出した。病棟より連絡が入り、ミスに気づき再調剤した。
小児循環器科心カテＣＤケースラベルの入力時に、検査施行年月日入力欄に患者様の生年月日 カルテより患者様の生年月日を確認し、ラベル作成時につい検査日の欄に生年月日を入力してし
を入力して提出してしまった｡後日、小児循環器科Ｄｒより指摘を受け訂正して再提出した｡
まった｡
小児対し前日まで抗生剤の点滴が０．５ｇで施行されていたが、本日から１ｇになっていた。小児に 指示受け、薬剤科、施行者の確認ミス。 疑問に思った時点で、医師に確認していない。
対し１ｇは多いのではと思ったが指示どうりに施行した。夜勤看護師も不信に思い医師に確認した
ところ、医師の指示間違いとのことで０．５ｇに変更となる。
小児用ベッドを高柵用ベッドに移床した。延長チューブを持続する時ネオフィリン入り点滴40ml／ｈ 滴数の確認不足。
で維持したが、チューブを液で満たす時、速送りの機能がないチェッカーだったため滴数を100ml
／ｈへ変更して持続した。看護室に来て5分後くらいにそのままの状態である事に気付き40ml／ｈ
へ変更し直した。
小松菜と人参の煮浸しに金たわしの破片のようなものが混入。患者様が食べる前に発見し怪我 調理室内とカット野菜納品業者とも金だわしは使用しておらず原因不明。
や食欲低下なし。
小腸ろう造設され以後、夜間せん妄をおこしていた。そのため２０時頃よりベンザリン内服、その後 せん妄であったため。点滴の必要性が理解できていないため。
も大声で話したり、されており21時よりダイニングルームにてベットごと出していた。また21時リス
パダールを1cc内服。またそれでもベット柵を超えようとされており、再度リスパダールを0.5CC追
加し内服していた。0時頃、ルート挿入部あたり触っておられ、包帯を再度巻きなおした。また本人
へも触らないよう伝えたが理解できているかは不明だった。深夜帯にはいっても独語みられていた
も危険行動は見られなかった。１時４５分頃、患者のルート挿入部を見てみるときれいに抜けてし
まっており、自己にて抜いたと考えられた。再度触られないよう、下肢へルート挿入し指示のセレ
ネース+生食を点滴行った。
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改善策
穿刺者、機械チェック、時間チェックでも気付いていなかった為、チェック項目を必ず指差し確認す
るよう指導した
見落としや思い込みを防止するために2名での確認を再指導

マニュアルの遵守。
剤型（錠、カプセル、包）で書くべきか、用量（mg、ｇ）で書くべきか、検討
フィルム整理時に十分に確認すること。
検査指示箋の記入形式の統一。
小児科血沈を注射室へ運んだときは、ケースの中にカード（小児用）を入れ声かけする。
１検の段階で破棄分と投薬分を切り離したおく。 昼の時間帯に医師へ緊急時以外の処方を控え
てもらうよう働きかける。 ２検の対応をおこたらない。
注射伝票との確認が必ず必要であり、思い込みがなぜ生じたのか再認識し、適切な観察について
指導した。カンファレンスで点滴のチェック方法とカルテ記載の統一を目的に話し合い、改善策を
検討した。
検査結果は画面を見て声だし確認する。
たとえ医師のオーダーでも全てが正しいとは限らないので、施行するにあたっては看護師サイドで
も名称、量などについては細心の注意を払うようにする。
高柵ベッドは必ず上段まで上げておく様に、指導説明を行う。

注射指示書を注意深く見る。 医師が与薬する時は、終わっている物と残っている物を観察しでき
ない時は医師に確認する。 確認後残っているものを破棄する。

忙しくても、慎重に行動するべきだった。 速度を変更した際は必ずボトルのラベルとポンプの数字
を確認する。
忙しくても、慎重に行動するべきだった。 速度を変更した際は必ずボトルのラベルとポンプの数字
を確認する。

一週間前に予防接種予約票のコピーをクラークが薬局に出して薬品を請求してもらう作業をク
ラークと看護師とで確認するようにしていく カレンダーに印を付けサインを入れる
日付の確認と、消費期限の確認をする。倉庫内の整理を徹底する。消費期限が近いものから先に
使う。
撮影時の確認
作業工程の確認
確認すること
確認
入力時の確認の徹底
記入時の確認
調剤時の薬品名、量の書き込み及びチェックの徹底。 薬品監査時の見落とし、及び不注意の防
止。
確認時の注意の強化
確認しやすい環境をつくる。 指示受け者、薬剤科、施行者はマニュアルに沿った確認を確実に行
う。
点滴の滴数は変更せずにチェッカーを開放しチューブ内を満たす。

予想外の異物が混入する可能性も考え、調理時、盛り付け時観察強化。
下肢へルートとりメディポアにて固定した。 指示のセレネース+生食div行った。本当に夜間も点滴
が必要なのかDrへ相談していくこととする。
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具体的内容
小脳出血のため床上安静であった。日中から眠れないので自宅に帰って眠りたいとの訴えがあっ
た。２０時４５分位に便意の訴えがあったので訪床すると病室に居なかったので探していた所緊急
用のエレベータ前に居た。看護師の制止も聞かずエレベーターにのって８階に行ってしまった。戻
るように行っても暴力的であり主治医に報告して外泊していただくことになった。
少量なので、Dr報告せず、病衣を交換した
床からの立ちあがり練習中、マヒ側母指MP関節付近足背部に摩擦によって擦傷。
床におちたコップを拾おうとして膝折れした。
床にコートリル半錠が落ちていたのを日勤者が発見。朝分か夕分か確認できず。(朝１．５錠 夕
０．５錠内服） 夜勤者は口には入れたが飲み込みは確認していなかった。
床にしりもちを付いた状態で発見。頭部、背部を打撲した。ポータブルトイレに自力移動の最中に
転倒したと話す。外観的には症状無く、ＸーＰ結果も異常は認められなかった。
床に液体がこぼれているのを見つけ、ルートを確認すると、ＩＶＨのフィルターの三方活栓との接続
部が折れていた。
床に滑って腰部を打撲
床に血液が落ちていた。病室の物置場においてあるポータブルトイレに患者が座っていた。点滴
ルートを自分で外しポータブルトイレに歩いて行き座ったとのこと。ルートより逆血あり、床に血液
が落ちていた。接続部消毒し、フラッシュするも既に凝血していて抜去となる。部屋担当が新たに
ルート確保行う。
床に座っている患者を発見する。本人、歩こうとして滑ったとの事。BP120/76、KT36.8℃、頭部外
傷なし。発赤なし。吐気なし。気分不快なし。当直医、夜勤責任課長報告。しんさつあり。様子観察
の指示。朝食全量摂取。
床に転倒されている所を発見。ベッドに移動する。Ｖ．Ｓチェック後当直医に連絡。経過観察とし
た。トイレへ行こうとして柵を外し伝い歩きしている途中で転倒したとの事。
床に落ちたメガネケースを拾おうとして、車イスに手をかけたところ、ストッパーが掛かっていな
かったため、車イスからずり落ちた。打撲・外傷・腫脹・発赤なし。
床をお尻で前進している患者様を発見する。立位介助しベッドまで移送し、バイタル測定するも異
常見られず。
床上で臥床していたが、同室者の患者からナースコールあり訪室すると床に座っている患者を発
見する。患者に外傷はなかった。
床上安静の患者がトイレ歩行し、その後点滴が絡まったとナースコールで訴えられた。

背景・要因
観察不足 睡眠障害に対してもケアが不足した。

改善策
患者様の訴えをよく聞き睡眠障害に対しては早めに対応していく。

左上肢の活発なため、経管チューブを引っ張ってしまった為接続部分の所が外れた
セラピストの注意不足と危険予測
認知力の不足 筋力低下 生活習慣（以前は床に座って生活していた）
患者は脳腫瘍により認知障害あり、不穏行動あり、ドルミカムをトータル４回使用していた。確実な
内服の確認が必要であった。
転倒のリスクは感じていたが、患者様の家族の付き添いがあり、安心してしまっていた。家族の付
き添いが離れた事に気付かず、一人でのトイレ移動となっていることにも気付かなかった。
観察不足

経管栄養を注入中は左上肢がチューブに届かないように十分気を付ける瀕回の訪室に心がける
畳上での訓練時、靴下を履き、擦り傷と転倒予防に努め、訓練する。
マッタ君の使用
上記徹底化

自己で採尿をし様と思って立位になった時に
患者観察不足。痴呆症状あり。自己抜去が予想できる患者である。

ナースが頻回に訪室し排尿でないか声掛けをする
自己抜去のようなケースが起こることが予想されるので、頻回に声かけをして観察をする。自己抜
去を発見したら、速やかに対応を行う。

介助者なしでの移動、歩行が無くなるようにする。 ナースコールの使用をその都度促す。４点柵
の実施。
観察の強化。定期的な確認。

以前より、転倒のリスクのある患者で、食堂などへの誘導は付き添っていたが、トイレは見守りとし 転倒のリスクの高い患者様の観察を十分に行なう。
ていた。自床ベッドが高くて患者様の足がつかぬことがあった。観察が不十分であった。
認知能力低下がみられ再度転倒転落の危険性があるため訪室を頻回にし環境を整える。

またコール指導を行い詰所近くへ転床。

患者への指導。見守り強化。

車イスのストッパー確認とナースコールの指導をした。見守りの強化。

患者は人工膝関節手術後で歩行器でトイレへ行かれていたが、当日はマイスリーを内服してお 眠剤内服時はトイレ移行時はナースコールするよう患者様に説明を行う。服薬指導を行う。
り、転倒時の状況を聞くも覚えていないとのこと。
高齢であり、見当識障害の患者であったため危険を予測しベッド柵を差し込み式のベッド柵にして ベッド柵をレバーをつまんで倒せる物ではなく、差し込み式の柵へ変更する。
置けばよかった。
それまでは、ナースコールで床上排泄を行っていたので、安静度は理解出来ていると思っていた。 患者とのコミニュケーションを積極的に行っていく。些細な事がストレスの原因につながっていく
為、きめ細かな配慮を行っていく。
床上安静の指示が守られず、ルート管理もトラブルが続いていたため本人の合意を得て、安全帯 何回も心不全の説明はされているが病識は無く、何もしたくないと答える。本人と夫にICして治療 夫・患者本人に治療状況を説明し、本人の意向に沿って退院に向けての計画を進めた。
を装着した。ベットをカーテンで締め切りにしてあり、夫の面会のためと思い込んでいたが気になり 方針を決定するのは医師ではなく当事者（患者）であることの認識が医療者側に足りなかったの
隙間より覗いてみると、NSコールの紐を首に巻いて引っ張っているのを発見した。一時的にSPO2 ではないか。
＝90になったが意識レベルに変化無く精神科医師に鎮静の指示を受けた。
床上安静中、ベッドサイドに立っている所を発見。
１、２分程度だから大丈夫だと思い、他のスタッフに声をかけずに患者の側を離れてしまった。
数分でも自分の目が行き届かない場合は、他のスタッフに依頼する。
床上安静中の患者がベッドサイドに立っていた。
アルコール依存があり、落ち着きなくそわそわしていた為、目の行き届く場所へ部屋移動をしてい ナースステーションから見える位置へのベッド移動、頻回な巡視、部屋のドアを開放にするなど良
た。しかしスタッフ全員がそれぞれ別な業務に追われ、目が離れた隙に起こってしまった。
く見える工夫をしていた。ラウンドのタイミングや見える部屋の位置など考慮する。
床上安静中の患者がベッドに立ってしまった。
患者の側を２、３分程度離れた際の出来事であった。説明に対し、理解力があったため、安全と思 一部壁にさえぎられる死角があり、姿が見えない時は安全と判断する事は危険で、離れる時は他
い込んでいた。
のナースへ頼んで協力を得る。
床上臥床中ベッド柵に顔面を圧迫していた。
自力での体位変換もままならない状態 観察不足
体交枕などを使用し、顔面がベッド柵にあたらないよう工夫する。 観察を頻回に行う。
床上排泄の患者、不眠の訴えにて安定剤増量、排尿しようとして椅子の横に座り込んでいた．
薬剤の増量による影響大
排尿誘導
床掃除用のモップを洗うとき、モップの中にあった縫合針が手に刺さった。
縫合処置終了後の器材の確認不足。
処置後の機材について確認点件を厳重に行なう
床頭後注射がなかったか確認していると２０時に静脈注射があることに気付く。カルテ確認すると 処置簿に記入なっているが、準夜帯の注射は予定簿に記入なっていることが多く見落とした
予定簿のみでなく必要書類全てに目を通し確実に把握し、しかも数人でチェックした上で業務に望
本日までの指示であるが、本日分施行しても２回分残っている施行もれに気づく。
む。
床頭台が倒れ、車椅子から転倒
ナースコールの必要性。ベッド周囲の環境整備。
必要時、ナースコールを押すように指導。ベッド周囲の環境整備。
床頭台の引き出しを強く引いたために勢いで転倒した
床頭台の引き出しの不具合
床頭台の交換を行った
床頭台の引出しをあけようとしてベッド柵を乗り越え滑り落ちる。 床頭台まで手は届いていない。 床頭台とベッドの位置を確認するようにルールではなっているが ADL自立の患者だったので確 転倒・転落予防チェックリストのベッド周囲の整理整頓の中に 床頭台の位置を患者に確かめるを
認しなかった。
入れる。
床頭台の下のほうの荷物を取ろうと座り込んだら、体位保持が不十分で後方へ転倒し臀部を打 患者の発熱に伴う倦怠感による、体位保持困難。
体動する際は必ずナースコールを押すよう説明する。
撲。起立しようとしている姿を実習学生が発見し、報告を受ける。診察後、経過観察する。
床頭台の上に配薬されていた薬をそのまま確認せずその患者に服用させた。実際は隣のベッドの 薬袋の名前とベッドネーム及び患者に名前を確認せず服用させた。
ベッドネームと患者確認を声だしして確認する
患者の薬だった。
床頭台の上のものをとるためにベッドサイドに立とうとしてベッドサイドから滑り落ちた。
観察不足
ベッドサイドの環境整備 転倒転落のリスクについて説明する。 足元が滑りやすい靴下ははかな
いように説明する。
床頭台の中のものを取ろうとしたときバランスを崩し転倒
不安定な位置で物を取ろうとした 転倒歴あり
患者の行動パターンを把握し観察を行う 転倒防止プランを実行する
床頭台の物を取ろうとしてフラつき床頭台の左側に頭を挟まれた状態になる。 主治医特診、頭部 要観察者であることの確認不十分であった。
車椅子に移乗しているときには頻回に見守りする。 自分で遠くの物を取るときには介助者に依頼
打撲痛、発赤、腫脹認めずＣＴ、検査後経過観察との指示あり。
するように繰り返し説明していく。 １人で動いてしまうことを、スタッフ間が再認識し、声かけ、見守
りしていく。本人にも再度注意を促す。
昇圧剤を末梢点滴の側管からシリンジポンプを使用し持続注射施行していた。注射器とXテンショ 外れると予測しておらず、固定が不十分。
シリンジポンプ使用時はロック式のシリンジ、Xテンションチューブを使用する。 観察時は固定の
ンチューブの接続部から外れ、血液の逆流がみられた。血圧低下など異常はみられなかった。
状態なども観察する。
松葉杖で歩行中の患者様が入浴後、脱衣所から廊下に出ようとした際、滑ってしりもちをついた状 滑りやすくなっていることを伝え、注意を促すか乾いているところまで一緒に歩いて行くべきだった 滑らないように乾いたモップなどで拭いておくなどし細心の注意を払う。
態で転倒。
がしなかった。
松葉杖を使用している患者。シーツ交換のため、看護師Ａがベッドから降りるようにお願いしたとこ 松葉杖使用しながら歩行するのに、ＥＢＩを装着したまま移動していた。ＥＢＩが１台しかなく、１名の 整形外科医師と看護スタッフが話し合い、事故患者のＥＢＩ使用時間を就寝中に行うことにした。患
ろ、装着していたＥＢＩのコードに引っかかってしまい転倒した。患者は、松葉杖歩行中もＥＢＩを使 患者は就寝中、事故患者は日中使用することになっていた。患者に対する指導・教育不足（ＥＢＩ 者に対しては、移動時はＥＢＩをはずすよう指導した。
用していた.
使用中も、移動時ははずすような指導がリハビリスタッフおよび整形外科医師からなされていな
かった。）
消化管出血にて入院○月15日に救命より転床され、その時点で腹部症状なく、１５日夕から食事 確認不足であったと思う。
処方箋で確認し確実に投与していく。量を強調するなら赤字で投与量を記入してみてはどうか。紛
も開始された。翌日、夕食後の内服薬を配薬する際、水薬のアルロイドGを水薬準備した。その際
らわしいことはやめていく。
水薬のボトルで投与量を確認した。赤字で○が書いてあったが、ちょうど赤丸の線が投与量の所
にかいてあり、1回量１５ｃｃの所、５ｃｃしか投与しなかった。1時間後薬剤師により指摘され気が付
いた。患者様に謝罪し了承を得た。
消化器科の診察について採血ありの点滴の指示が出た ファイルに外来基本伝票と点滴と点滴 いつも処置室に伝票をもっていく時は ○○お願いします と声を出して渡しているがその日は 基本伝票を確認すること オーダー控えをみるとういう原則を守る
処方箋とオーダーひかえを入れて処置室に持って行った 処置台にはファイルが並んでおり処置 処置室担当者が処置中であった為 伝わっているかは未確認のままだった それでもオーダーひ
室担当看護師も処置中であった
忙しそうだ まだこの患者までには時間がかかる と思い 自 かえも入っているので採血もあることはわかるだろうと思っていた 点滴処方箋を抜いたこと 自分
分が点滴をもらいにいくために点滴処方共を抜きとった その時から用を言われその対応にあ がももらいにいくことを担当者に伝えておくべきだった 又 採血実施者は基本伝票で確認して
たっていた 点滴をもらいに行こうと思ったら処置室でその患者さんの採血中だった
から処置を行うようにする
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具体的内容
消化器外来より一時保管するよう預かった患者様数名分のフィルムを返却したつもりだったがどこ
にも見当たらなく紛失する。
消化器内科検査で来院した患者のカルテを他診療科（産婦人科）にまわしてしまい、患者を長時
間待たせた。
消化器内科受診しファロムが処方された。ファロムを１週間内服し、消化器内科再診したら次は
フェロムが処方された。この時点で前回の処方が間違っていたことに気づいた。
消化剤の内服を受け持ち患者以外のものを注入してしまった
消化食の煮物を入れ忘れた
消化性潰瘍治療薬「アルサルミン細粒」を調剤すべきところ、同効能の「アルサルミン液」で調剤
し、払い出してしまった。監査者も間違いに気づかず、病棟看護師が服用前に発見した。
消臭ビーズ異食
消灯後、ベッド右側の床に座り込んでいた。半分寝ぼけた様子でトイレにいこうと思って落ちました
と言っていた。
消灯後、患者がトイレにいこうとベッドから降りようとした際、誤ってベッドから転倒してしまった。た
またま同室の他の患者様のところでアンギオを入れようとしていた時、「ドーン」という音がしたため
患者様のところにいくと、転倒していた。転倒した際前頭部を打ち、頭部打撲にて腫脹あり。すぐに
血圧測定し、192/120mmHg。又医師にもすぐに報告をし、血圧は高いが、本人に嘔吐や頭痛など
症状がなければ、様子をみてよいとの指示あり。その後症状はおちついていく。
消灯後、突然部屋から大きな音がしたため訪室すると、床に仰臥位で倒れていた。

背景・要因
フィルム管理の見直し。

改善策
フィルム貸し出し記録簿の記載（貸し出し者記載漏れ）の徹底。

カルテ出庫の際には正しく検査が表示されていたが、カルテを運ぶ事務職員が勘違いした（単純 ・カルテを運搬する事務職員と検査スタッフ（看護師）とのカルテ照合の徹底 ・看護師側で予約患
ミス）
者の確認徹底（声かけ）
・薬剤の名称が似ていた
オーダリング画面の薬剤名の横にフェルム（鉄剤）、ファロム（抗生剤）と入れた
新人等の院内事故防止教育の問題点
確認不足
・薬品名の類似による思い込み ・調剤者、監査者ともに集中力を欠いていたこと
患者の手の届く場所へ置いていた
ベッド柵が重なってしてあり下の方が少し隙間が空いていたのでそこから降りたようだ。

内服薬の徹底しや薬剤管理。設定された容器をきれいにし、分かりやすい設定。
食札を外すときに最後の確認をする
・気の緩みをできるだけ排除するよう常に意識するよう努める ・類似薬はできるだけ中止する（後
にアルサルミン液を削除扱いとした）
床頭台にはお茶以外置かない。家族に必要ないものは持って来ないよう説明する
見回りの際、サイドレールについても点検する必要がある。

ベッド柵が頭部の両方についていたが、患者は足元を頭にしてねていた。これまで転倒の危険性 ・ベッド柵を頭部の方にするか体を壁側にしてねてもらうようにする。・４点柵をする。・ベッドサイド
がなく、要観察・要注意しておらず、又入院中ずっと足元を頭にしてねており、大丈夫だと思ってい のところの小さい電気をつけておく。・夜間トイレにいく際は、ナースコールを押してもらう。
た。この思い込みが
他の患者の対応に追われていた。大部屋で目が行き届き難かった。

不穏様の看護量を多く必要とする患者を、ナースステーションの近くに配置するなど、できる限り
目が行き届くようにし、観察する。
消灯後１時間後、大きな音がしたため、訪室すると患者が床に仰臥位の状態で倒れていた。ベッド 前日も夜間不穏傾向がったため注意はしていたが、ナースステーションから遠い大部屋であった 目の届く部屋に移動し、監視を続け、家族の協力も得る。
柵は４つとも上がったままになっており、点滴ラインが体に巻きついていたが、ライントラブルはな 為、目が行き届きにくかった。
い。
消灯後しばらくし、病室より大きな声がしたので訪室すると、点滴ラインの接続を外し血液汚染して ややせん妄状態であった為、何度も説明を行っていたが理解が得られない状態であった。
引き続き頻回な訪室を行い、事故を未然に防げるよう努める。
ベッドに座っていた。
消灯後他患者よりナースコールあり。訪室時すでにＡ氏はベッドに座られており家人より説明され 患者、家族への説明がされているも不十分であった。 貸し出しベッドを置くために、使用する歩行 1度だけの説明ではなく、再度説明し本人からも理解が得られたか確認する。一人で動く危険のあ
る。１人でトイレに行こうと立位をとられ、貸出ベッドとベッドの間を通ろうとした際足がからみ貸出 器が離れており、支えとなるものがなく、通路も十分に確保されていなかった。（環境への配慮不 る方には柵を設置し転倒を防止する。十分なゆとりがあるかどうか、環境が整備されているか確
ベッドの上に手をつき前かがみになったとのこと。術後の創痛ともともとの腰痛の増強はなく下肢 十分）
認をする。
の力の低下やしびれの悪化はなし。主治医へ報告、診察にて異常みられず経過観察となる。Ａ氏
は腰椎手術2日目、コルセット装着にて付き添いで歩行器歩行を行っており、事故後再度説明にて
体動前にナースコールされるようになる。
消灯後同室者よりナースコールあり。ベッドサイドに右側臥位の状態にて転倒している患者を発見 患者は精神科薬、眠剤を服用している。もともと歩行時に軽度ふらつきが見られていたが自己に 薬剤内服後は1人でトイレへ行かず、看護師を呼ぶよううながし、ベッドには全て柵を取り付けた。
する。自己にて起立出来ず、看護師2人にて移動する。B.p=148/76。本人に打撲部位問うも返答 てトイレへ行けていた。しかし、薬剤の内服により歩行うまくいかず転倒したと考えられる。
今後は眠剤内服している患者様の夜間の移動には注意し事前にナースコール押すように促すな
あいまい。レベル低下は見られず。当直医に報告し、様子見となる。
どの対応をしていく。
消灯時、ベット柵を確認してから病室内の消灯を行ったが、その後、患者自身がベット柵をはずし 観察及び設備点検の問題
今回は、ベット柵が設置されていたが、転倒後に確認したところ、差込口が広く、ベット柵がぐらつ
滑り落ちるようにして転落した。転倒時、意識清明であり、外傷無し。当直医に状況報告し、医師
いていた。ベット柵を確認し、ゆるい場合は、患者の了承を得て、ベット柵を固定する必要があると
判断にて来棟無し。バイタルサインに異常みられず、疼痛の訴えも無し。その後、表情穏やかにて
考える。
入眠される。
消灯時に渡す眠前薬の確認をリーダー、他のメンバー、スタッフが確認した。受け持ちメンバーは 確認不足。思い込み。人任せにせず、ダブルチェックして、確実に投与できるようにする必要が
ルールの徹底。
そのまま渡され投与した。翌朝、拡張剤のテープが残っていたのを発見する。
あった。
消灯時の血糖検査時、フリー担当が実施する患者が病室に不在であった。その後、検査を実施す １ 測定時間時、患者が病室に不在であった。 ２ 消灯時の処置に追われて、再度訪室出来な １ リーダーとフリー担当とが業務調整・声掛けをお互いにする。 ２ 業務内容を確認し、終了の
る事を忘れてしまい、再度確認しなかった為、測定しなかった。
かった。 ３ 血糖検査を実施したか否かの確認をしなかった。
ものにはチエックを入れる。 ３ 患者には、消灯時の検査の有る事を説明しておく。
消灯時吸引をしていて、栄養物の臭いがしたため布団をめくると胃瘻の接続チューブの蓋が開い 腹満強いため腹圧で蓋が開いたのではないか、また体動激しく、腹部を激しく叩くため蓋が開いた 腹満の強い患者の注入は注意し、頻回の訪室に心がける
ており、残渣物と共に注入物多量に流出していた。医師に連絡して、指示を頂く。
のではないかと考えられる。患者観察不足。
消灯時訪室にて、患者は「夢を見ていた｣というが、ﾍﾞﾂﾄの柵を乗り越え頭より転落しているのを発 リハビリによるＡＤＬのアップにて、車椅子移動が出来る状態になっていた。夜間不穏行動が時に １ スタッフの眼の届かないところは危険な為、観察室対応とする。２ ベット柵のないベットの使用
見。右側頭部挫傷・皮下血腫・裂傷見られ出血あり。意識のレベル低下は見られず。
見られ注意していたが、観察が不十分であった。安全ベルトは、かえって危険と考え使用していな も考慮する。３ 状況により安全ベルトの使用を考える。
かった。
消灯準備のため、訪室すると、シーツが濡れているのを発見した。バードウィザードの２口の接続 患者観察不足。腹圧により、蓋が開放したのではないか。体位変化によって蓋が外れたのではな 体位変換など慎重に行い、退出時蓋の確認を行う。腹圧で開放することもあるのでテープで固定
されていない方が、開放していた。医師に報告して、追加注入を行う。
いか。
する。患者観察を行う。
消灯前から不穏状態強く、当直医の指示で点滴類は全て中止となった。しかし、患者が興奮状態 ラインは包帯保護していたが、医師及び看護師の目の前でラインを引きちぎってしまった。患者の 早めの対応。家族の協力を得る。不要なラインは早目に抜いてもらう。
で目が離せないため、医師１名と看護師２名で付き添っていた時に、患者が末梢静脈ラインを強く 力が強く抑制し切れなかった。鎮静剤を使用しその効果を観察中に起きてしまった。
引っ張り引きちぎってしまった。
消灯前に定時の眠剤を内服、内服後直ぐに入眠。その後ナースコールがあり、本人より転倒した 巡視以外にも頻回に訪室する必要性があったが不眠傾向にあり、個室に移しようやく良眠されて 眠剤の内服後であること、筋力低下、個室の要因を考え夜間、回数多めに訪室する。
事と告げられる。トイレに行こうとして、足元がふらつきしりもちをついたとのこと。
いた為、巡視の時間以外は訪室しなかった。
消灯前の状態を見に行くと、患者様はオムツ半分外し左手に点滴チューブ巻きつけ、既にＩＶＨカ 他の病院へ行ったり処置を行いに行ったりしたため、説明する時間が遅くなった。
意識レベルが不安定で、予測しない動きも考えられる。訪室する回数を増やしたり、ルート固定の
テーテル抜去されてしまっていた。抜去跡出血なし。寝衣点滴液汚染２０ｃｍ大ほど。抜去部液漏
方法を考える。
れ少量あり。医師報告後、末梢ルート（左上腕）より補液再開。
消灯前訪室すると、テーブルに持参薬を広げていたので、持参薬は内服せず、病院から出ている 説明した事が理解できたのかどうかの判断は、しっかり行うべきであった。
家族を含めて説明を行う。持参薬は必ず自宅へ持ち帰ってもらう、それが出来ない場合はこちらで
ほうを飲むよう説明。患者が掻痒感を訴え為、一旦ナースステーションへ戻った、再度訪室する
預かる。
と、持参薬から就寝前の薬を服用していた。
焼魚にガラスの破片が混入。患者様は食べる前に発見し怪我はなし。
鮮魚店の蛍光灯が破損し魚に付着したまま納品され、調理中、盛り付け時も気付かず配膳。
納品業者変更。魚の切り身は調理前にすべて洗浄し、品質と異物がないか確認してから調理作
業を行う。
硝酸剤の外用薬が処方され、貼布の指示が出た。受け持ちナースは貼り方を理解せず、患者に 薬剤に関して取り扱いのないナースは、先輩ナースに必ず確認を取るか、ついてもらうことを理解 新人受け持ちナースの、未修得業務の対応の仕方について現場での教育・指導を統一する。
台紙部分を貼り、テープの方を捨てていた。翌朝はがす際に、別のナースが発見。
させるべきであった。
硝子体出血網膜裂孔にて入院、○月２２日が手術なので手術前投与にアローゼン０．５ｇを内服 見廻り時すでに２１時を過ぎてしまい、患者は入眠しており、手術前日の為眠れている方が良くと 最初の見廻りに訪室した際、２０時に内服することを説明し渡すとよかった。
予定。２０時に指示のアローゼン０．５ｇを渡し忘れてしまう。
起こす必要がないと考えてしまい、与薬しなければならないことを忘れてしまっていた。深夜勤務
への申し送りを忘れていたことに気づき薬の作用も考え時間的に内服するのは無理と判断し、そ
のまま経過を見る。
紹介でＭＲＩ撮影に12時前頃来院され、受付をした。 まず当事者は、患者様の名前の苗字を検索 ・当事者のみの確認で、第三者の確認がない。 ・医事システムの不具合を指導されていたが忘 ・ 診察申込書での確認が出来るように記入を正格にしてもらうようにする。 ・氏名 生年月日な
したがなかった。次に生年月日で検索すると１０人ぐらいいたが、本人の名前を見落としてしまっ れていた。『ヨ』と『ョ』 ? 公的書類との確認がなされていない。 ・診察申込書に記入してないとこ ど本人が申告したものが、あいまいな場合は本人に復唱する事を理解してもらい確認した後、医
た。 『ョ』で検索してなければ『ヨ』で検索しなければならなかった。 これは，過去の診察券のＩＤ ろがある。 （患者は間違って記入することが結構あるのであまり信用してはいけないと指導され 事システムにて検索する。 ? ?において検索できなかった場合は、本人である事が確認できる公
登録が小さい『ヨ』が入らなかったために、パソコンへの入力が大きい『ヨ』で行われていたためで ていた） ・受付業務を行うに当たり、業務内容を全て理解している人材を絶えず配置していない。 的なものを提示してもらう。 ・なお不明の場合は第三者に確認してもらう。 ? 患者様との確認を
ある。 この状況から、新規の患者番号を発行し、整形外科へ基本伝票を廻したが、看護師がこ
行うに当たり、プライベートなことを聞かなければならない場合があるが仕切りがある受付が必要
の患者様はかかり付けの人であることに気づき、医事課に連絡し、再度受付をやり直した。 その
である。 ・保険証を提示する事を患者様に理解してもらう活動をもっと行う。 ・患者番号取得に
後、外来にて問診後照射録を発行し、ＭＲＩ撮影となった。 ＭＲＩ予約時間は、13時の予定であっ
関するマニュアルがない為 新人に口答による指導しかなされていないので誰でも理解できるシス
た。 撮影開始時間は１３時１５分頃で、終了時間は１３時４５分頃である。
テムを構築する必要がある。
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具体的内容
紹介で来院した患者さんへ「診察時間までどれくらいかかるか」と聞かれ、安易に伝えた時間より
大幅（40分から50分と言っていたが実際は2時間近く待たせた）に診察開始が遅れたため 患者さ
んからの苦情があった。 患者さんに不信感を与えた
紹介患者で、手術の為入院した患者の内服薬確認を怠たり、手術４日前まで患者本人がバファリ
ンを内服していた。
紹介状の取り込みの際に同姓同名の別の患者に取り込んでしまった。
紹介先の医院の名称を間違えて 記載したため、紹介医様に返書が 届いていなかった。
詳細不明 他入所者がスタッフを呼んだときすでに居室で右側臥位にたおれていた。顔面紅潮
著明、意識レベル変化なし。呼名反応あり。
障害者トイレの前で、車椅子を背に右側臥位に倒れているところを発見。

背景・要因
情報の伝達、業務手順の問題 予約や新患の診察時間の取り方

予約時間の取り方、診察時間の配分検討

改善策

術前の患者内服薬の確認を十分把握しなかった為

紹介状に書かれている以外にも病気は存在する為、十分な問診をする。

生年月日未確認
紹介医名をPCにて入力する際に 間違えていた可能性が高く、確認 が不十分。
不明？精神的な面からか？

患者確認は氏名だけでなく、生年月日も行うことになっている。基準の徹底をはかる。
該当紹介医様に直接主治医が電話をし、経過を 伝えて上で謝罪し、新たに返書を送った。
観察

高さの合わない敷物をしようしたことにより姿勢がわるくなり、さらに車椅子のストッパーをしていな 障害者トイレの前で、車椅子を背に右側臥位に倒れているところを発見。車椅子に高さのある枕
かったため滑るように転倒したと思われる。
を敷いており腰が高くなっている状態でトイレへ。トイレの扉を開けようとした際、車椅子より滑り落
ち、右側に転倒。車椅子のストッパーはしていなかった。
上顎右側乳犬歯の抜髄時、途中で髄腔内に追加で浸潤麻酔を行った。不協力児であったため、 不協力児と分かっていたのに有意識下での治療を行った。不協力の度合いの酷さを保護者に説 不協力児に対しては治療開始前に想定される事故について保護者に説明し、手による抑制だけ
母親、歯科衛生士、臨床研修医の計３名の手による抑制下にて行ったが、暴れたため、髄腔内か 明して、全身麻酔、静脈内鎮静、笑気ガスの適用を考えるべきであった。
ではなく、他の選択枝も存在することを認識させておく。
ら針を抜く際に注射針が破折し、口腔内に落下した。即時にバキュームにて吸引したが、確認の
ため内科を受診させた。胸部、腹部のエックス線写真撮影を行った。体内に破折片は残っていな
かった。その旨を保護者に説明し、納得いただき治療を継続し帰宅させた。
上行大動脈人工血管置換術後、日中リハビリトレーニングのため、車椅子へ移乗、立位トレーニ ナースコールが手の届くところにあるため、数分なら大丈夫だろうという過信があった。前日まで リハビリ計画や対応について、評価や進行状況などの情報を共有し、同じケアが行えるよう病棟
ングを行った。夕食も車椅子で摂取し、下膳し内服薬を取りに行ったところ、患者の声が聞こえ、 は抑制帯を使用していたが必要性は個々のナース判断であり、スタッフ全員の共通認識にはなっ 内で統一する。
訪室すると車椅子から転落ししりもちをついていた。
ていなかった。
上肢が発赤、腫脹したため皮膚科受診をする。医師はアレルギー性のものか蜂窩織炎か判断に 医師とのコミュニケーション不足。医療行為の範疇であるという認識不足。
湿布薬、軟膏等においては、安易に看護師の判断で行っていた経緯がある。
迷っている段階であり、内服薬を処方しただけであった。しかし、受け持ち看護師は局所の処置が
何もされていないと思い、自分の判断で湿布薬を貼用してしまった。
上肢と体幹部の抑制中眼を離した隙に胃管を自己抜去
観察不足
患者のベッドが見えるようにカーテンを開けておく 抑制の確認
上肢の抑制もはずし、ベット柵を乗り越えて転落した状態を発見
夜間不穏になってしまい上肢の抑制のみではいけなかった。
体幹部の抑制も必要であった。入院による生活様式の適用障害にたいして検討が必要。
上肢拘縮している患者の清拭時、患者の右手が胃瘻のボタンに引っかかり、患者の手で抜去した 拘縮の有る患者への注意・観察が不足していた。
患者の全身状態の観察を十分にし、看護援助時はゆっくりと、注意を払いながら丁寧に行う。 危
状態になった。
険性を予測した看護援助を行う。
上肢体動あり、ライン抜去防止のため、抑制していた。モニターの動脈波形が出ていないことに気 シーネ固定をし、屈曲を防ぐようにしなければならなかったが処置をすることが遅れた。
効果的な抑制が行われなかった。
づき挿入部を確認すると、屈曲していた為、入れ替えてもらった。
上半身を乗り出して前額部が床についてベッドに足がかかる状態で発見する
物を取ろうとして足が滑った
ベッド柵を２柵から３柵とし ナースコールの指導をする
上部カメラ及び施行。ＥＳＵ電源及びセッティングをしないままカメラ挿入し、途中でプロープ接続と 最初にプローブの周波を確認しなかった。ＥＳＵの電源も入れ忘れていた。ＥＳＵについて今一つ 看護師が不在の時には必ず担当者が手順確認をできるように勤務を組む。手順を必ず先に読
スイッチ入れるとエラーがでた。エラー解除するのに手間取り検査時間が予定より１０分から１５分 手順を把握しなかった。
む。機械の所に番号を打ってはどうか。ＥＳＵ取り扱い説明書の場所を確認した。次回からはプ
長くなった。
ロープを接続して電源を入れるよう医師と申し合わせた。もし同じエラーが起こった時はシステム
の電源も一度リセットしなおしてから行うよう確認した。
上部消化管出血のため内服薬が処方されていたが、冷蔵庫に保管したまま与薬を忘れてしまっ 薬品準備、与薬担当双方の申送りに問題あり。 確認不備
適切な申送り時の徹底。スタッフ間による状況の確認。 患者管理において、担当者が責任を持っ
た。その後出血症状は現れなかったが経過観察とする。
て行うよう指示。
上部消化管出血の患者が透析開始となった。あさ、スケジュール表で患者氏名・ベッドＮＯ・ダイア 確認不足 他職種間の連携ミス 指示伝達の不備（医師も技師も指示シートとスケジュール表を 透析を開始する時は疾患名も確認する。 透析は看護師と臨床工学技師の２人で施行するので
ライザー・抗凝固剤を確認した。スケジュール表には抗凝固剤はフラグミンと書かれていたために 訂正しなかった。） 出血傾向の患者様はフサンを使用することに気付かなかった。
お互いに指示を確認しあって施行する。
注射器の患者氏名と薬品名を確認して準備した。臨床工学技師が前日、医師に確認してフサンに
変更になっていたが担当の看護師には伝えなかった。看護師は変更になっていることに気付か
ず、透析開始時にフラグミンを２ｍｌ早送りしてしまった。その後すぐに消化管出血の患者様である
ことに気付き凝固剤を止め医師に報告した。
上腕骨近位端骨折の手術中、骨頭に打つスクリューと骨幹に打つスクリューが違う為、ドリルを使 器械の付け替えが忙しかったこと。 きちんと確認せずにドリルをつけ、Dr，に渡して それをその 何処の穴をあけようとしているのか、しっかりと術野を見ておく。 Dr,にきちんと確認する。
い分けて使用していた。Dr、の指示に従い付け替えながら手術は進行していたが、ドリルをつけ間 まま使用したこと。
違えて出してしまった。Dr,が打ちたいスクリューでないほうのドリルで穴をあけてしまったため、違
うスクリューで固定することになった。
上腕骨骨折
患者状態観察不足
体位変換・更衣時は慎重に行う
上腕撮影にて,会計伝票にフィルム枚数を記入し忘れた。フィルム整理時に発見し記入する。本人 確認不足
伝票記入時の確認
渡しであったため会計伝票は本人には渡っていなかった。
常にゴソゴソされているので両上肢を抑制していたが、訪室すると体をずらし中心静脈ラインを自 観察不足 抑制が不十分であった。
抑制する時はラインに届かないように考慮する。
己抜去していた。
常にゴソゴソして目が離せないため、車椅子に乗っていただき、ナースステーションに居て頂い
観察不足 抑制不十分
抑制を行っている時は効果的に行えているか常に確認する。
た。昼食の経管栄養を注入中は両手を抑制させて頂いた。他の患者様のナースコールに対応し
ている間にＮＧーＴを抜かれてしまった。
常にチューブ類を自抜きするため不動手袋装着中であったが朝食時手袋を外していた 下膳に行 こまめに訪室すべきであった
パジャマズボンをはかせる必要があった
くとバルンカテーテル自抜きしていた
常時ベッドサイドにポータブルトイレを設置している患者で、排泄希望がありポータブルトイレへ移 一人でベッドに戻ろうとして転倒した。
ハイリスクマークを使用し注意をする。 排泄前後の行動まで確認し転倒・転落を防止する。
動介助後に部屋を離れ排泄後のコールあり訪室すると患者は転倒し床に座り込んでいた。
情報収集の時内服・注射の指示を確認するが、深夜では内服薬はないと思い内服薬の準備はせ カルテから情報収集するがいつ内服するかきちんと確認できていなかった。
カルテの指示を確認し、ワークシートでも確認していく。
ず。その日の準夜Nsが内服薬の準備をするときに深夜分の内服薬が残っており、内服していない
ことに気付く。
情報収集の段階で処方箋は手にとったが、内容を見落としてしまって、ガスターの静脈注射を実 カルテと処方箋からの情報収集 病状の把握が不十分
声出し確認
施しなかった
杖を使用しハルンバッグを持って、トイレ歩行していた患者が、病室に帰る際に転倒した。
ハルンバッグを持って移動している。杖歩行。
アセスメントを行い、患者・家族を含めた看護計画の立案が必要。ハルンバッグ内の尿を早めに
捨てて、行動に邪魔にならないようにする。
杖歩行の患者で安静度室内の4人部屋で、患者が自分のベットサイドに落ちた雑誌をベット上から 患者様が取れると判断した。ポータブルトイレ使用中でありベット柵足元が無い状態であった。
ナースコールの説明、低床ベットの確認。環境整備。 患者状態の把握をして行動監視する。
とろうとして、ベットより転落し、前頭部打撲した。
浄化記録とコンソールの設定ミスを行ってしまった。
体重測定後にコンソールへ送られてくる数値と浄化記録上で行う設定での確認ミスと自分の患者 毎朝始業時には前日の出来事、エラーの報告等を必ず見る癖をつけ「、理解する必要があると考
情報の収集不足が原因と思われる
えられる
浄水器の漏電
機器保守・管理の問題点 アースがとれていなかった
保守、管理の確認
状態急変あったA氏の家人へ電話したつもりが、同姓のＢ氏の家人に電話してしまった。
なし
・Ｐｔ、名前をフルネームで確認していく。 ・同姓同名Ｐｔのカルテに分かりやすくカルテ名前の下に
「同姓同名」シールをはる。
畳コーナーで患者様が横になっている際、ライターがポケットから落ちた。ライターに氏名はなかっ グループ買い物時の引率者の確認が不十分であった。
患者様の誘導と買い物時の観察を徹底する。
た。コンビニでもらったと患者様は言う。精神科であるためライターなどの危険物は、職員が管理し
ている。チェックノートを確認すると、外出時、貸し出し、その後返却していることになっている。
畳の部屋でおむつ交換後臥床されていた。大きな音がしたため訪室すると畳の段差につまづき転 畳での生活であり、転倒されることはないと思い込んでいた。
倒したと話された。
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畳でナースステーション前の個室で対応しており、転倒のリスクは車椅子乗車中だけという思い込
みがあった。入院時の患者のＡＤＬ、痴呆の程度等の把握を十分に行う。
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具体的内容
錠剤をばらして分包する際に、ヒートシールの断片が混入してしまった。
職員から患者様が食堂カウンター内のおしぼりを無断で持っていって使用していると報告を受け
た。担当であるためその件について話すと、患者様は「使っていません」と返答される。おしぼりの
システムについて説明すると「あっ、有料なんですか」と話される。
職員が出払っていたため、調剤、監査を一人で行い調剤を誤った。与薬時に看護師が発見し、調
剤をやり直した。
職員が他患者のトイレ誘導や介助をしている間に、患者が車椅子の安全ベルトをしたまま、自床
へ戻り、車椅子を背負ったような格好で、ベットに上っていた。それを見ていた別の患者から連絡
があり、駆けつける。Ｄｒに報告し、抑制の指示を受ける。
職員健診の報告書の生年月日,住所が違うと連絡があった為調べた結果、同姓同名の別の患者
の診察券番号でオーダーかけていた。病棟に連絡をし,事情を説明し早急にデーターを移行し、正
規の報告書を作成する旨伝える。
職員二人で患者様をトイレに誘導していた。その際、わずかの間、患者様の手を私が離してしま
う。すると患者様がもう一人誘導している職員に手を出した。
食間薬のカリメートを１５時に手渡すが内服し忘れており準夜ナースが部屋廻りの際に気付き内
服してもらう
食後、オーバーテーブルを自分でベッド上に移動させようとした際、オーバーテーブルの車輪が動
き、ベッドより転落。左上腕、前額部打撲後、床に座り込んだままナースコールした。左上腕打撲
部に湿布貼用して経過観察となった。
食後、マウスケアも終了していたが、口を動かしていたので確認すると、車椅子に付いている
キャップを口に入れていた。
食後BSチェックしノボラビットのスケールで皮下注の指示であったが、 食後打ちと食前打ちを間
違えた。
食後の内服を配薬する際に、人違いにより他の患者の薬を内服させてしまった。直後に間違いに
気づいた。
食後の内服薬を患者に与薬し忘れた。深夜で、食前薬をセットし直すために、食後薬をいったん
ケースにもどしたところ食後薬を出し忘れた。

確認不足。
説明が不十分だった。

背景・要因

改善策
確認を徹底する。
職員複数から報告があったため対話と説明を行う。理解が得られたどうかは不確実であるが、今
後もその都度根気強く対話を持ち、理解していただけるよう働きかける。

一人で、調剤、検査を行ってしまった。 職員不足のため対応に追われ慌ててしまった。

調剤、監査については、マニュアルを遵守し、複数の職員で実施するよう指示。

トイレ誘導などを、先にしてあげるべきであった。優先順位の検討が不十分であった。

優先順位を考えて業務を行う。安全面への配慮も不足しているので全体に配慮するよう注意を促
す。

入力時、名前で検索してしまい、同姓同名だったのに確認しなかった。受付でも、本人が診察券を 今後、職員健診では、必ず受け付け時には、診察券を持参してもらい確認する。持参しない場合
持っていなかったのにもかかわらず、ID,生年月日,住所,名前を確認しなかった。
は、生年月日,住所の確認をしてもらうようにする。入力時にも、ダブルチェックをする。
誘導している際に、患者様の手を離してしまった。

患者には暴力はいけないことを説明する。必ず、誘導は二人で行う。

確認しなかった

薬剤を手渡すだけでなく内服したことをしっかりと確認すべきであった

準夜帯の忙しい時間帯であり、目が行き届かなかった。

オーバーテーブルが動くので、気を付けるよう説明していたが、事故発生時、眠剤の服用後で、当
に注意が必要であった。オーバーテーブルが固定できるようなものに変更する必要がある。

誤食する患者とは思っていなくて、特に注意をしていなかった。

車椅子を本人用として、附属品をはずした。 異食のある患者として以後、注意を払う。

確認ミス、思い込み ノボラビットの投与方法が統一されていない、医師・患者の状態により投与
方法や量が変化するために間違いやすい。
思い込みによる不注意。名前と薬のチェック漏れが原因。

ノボラビットの使用方法の統一を図る。

配薬車から個人の分をそれぞれ取り出し、トレーに移し変えて準備し食前または食後に配薬して
いる。食前薬のセットのために混乱すると判断し食後薬をケースもどした後、配薬車に食後薬が
残っていないか確認していなかった。看護助手が配薬終了後、残薬がないか確認することにして
いるが、手順通り行っていなかった。
食後の与薬を配膳の上において、食後薬袋がなかったため薬を飲んだと思い込んでいたら、オブ そのとき忙しく、配膳して他の患者の看護をしており、下膳時、気がつかなかった。確認不足で
ラートに包まれた薬が、後になって他の看護師が発見した。
あった。
食後やくを配薬する事を忘れてしまった。指示確認と処方箋の確認を行わなかった。
指示確認、並びに処方箋の確認を怠った。基本に戻り確認事項の徹底を図る。
食後血糖入力が空腹時入力であったのが２件 空腹時血糖が食後血糖入力であったのが１件
入力者が入力する頻度の低い者であった。 スタッフがマイナス１で通常より煩雑な勤務状況で
いずれも再チェックで発見し診療に影響はなかった。
あった。しかし忙しいというほどでもなかった。

配薬の際は、食札と内服の名前を十分確認する。また名前と本人を確認する。
準備した後の再確認。与薬終了後の確認を手順通り行う。

患者は痴呆があり、そのような患者では下膳後、薬をわたし服薬してもらう。
上記同様。
今回は再チェックが早かったのでいずれも診療に影響がなかったので、早い段階での再チェックを
実施できるよう努力したい。 入力者も確認キーを押す前にもう一度確認するように注意したい。

食後投与にすべきであるモービックカプセルをアクトネル錠と一緒にオーダーしたため、起床時服 処方医の認識不足
薬剤の用法についての情報を周知する
用とオーダーしてしまった
食後内服させる薬を渡したが、翌朝布団に落ちていたのを発見し、患者に確認したが、覚えていな 与薬時の対応に不備があった。
患者の口に直接入れるか、本人が飲むまで見届けるようにする。
いとのことだった。
食後内服すべき薬の内服チェックを忘れていた。
最後まで責任もって内服を確認しなかったこと。
患者の状況に則した決定事項は責任を持って最後まで行なうことを再教育する。
食後薬のワーファリンとガスターを夕食後に内服させた。 記録をしていた２１：３０ころ、ワーファリ 内服管理は看護師がしているが、煩雑な業務の中で充分でない。
薬剤管理について薬剤部の関与をお願いしていきたい。
ン休薬の指示に気づいた。 主治医に報告し、そのまま様子観察とした。
食後薬の中に要冷蔵の水薬があることに気づかず勤務終了し、次の勤務のスタッフに発見しても 夜勤要因が最小限であり機能別看護を多く取り入れている
スタッフ同士で相手の能力を見極め確認行動を行う 機能別業務の見直し
らった
食後薬を与薬に行き、患者様がまだ食事中であったため、食事が終わったら飲んでくださいと伝え 高齢であり時々つじつまが合わない患者様であったにもかかわらず、最後まで内服したか確認が 看護師管理にしている患者様の内服は確実に口に入れ飲み込むな出を確認とすることを再度認
テーブルのうえに置いておいた。患者様は「分かりました。」と答えた為退室した。何度かケアのた 取れていなかった。 理解のある患者様同様渡せば飲めるだろうという思い込みがあった。
識する。
めに訪室はしていたが気づかず、次の勤務者が薬が残っているのを発見した。
食材の発注をせずに、代わりの食材の指示をしていなかった。
毎日朝食に出すゼリーがなく、いつもと違うゼリーが出されていた。
指示を忘れないようにする。食材の発注を漏れないように気を付ける。
食札（軟菜１４０）の紙片がお椀の中に混入する。
しっかり蓋をしたが、運搬中蓋が緩んで蓋の上から、落ちて混入する。
食札を改善するように思考中です。
食止めの患者に夕食が出てしまった
看護師の確認不足
食事のダブルチェック徹底
食事オーダー入力まちがい 三分のオーダーのつもりが重流となっていた
指示書記入もれあり オーダー控え貼付時のダブルチェックの充実が必要
指示書記入及び確認貼付時の確認
食事がなかった。
伝票の日付確認ミス。
伝票の日付をしっかり確認すること。
食事が取れず、中心静脈栄養を行なっている患者。一番患者に近い三方活栓の接続が緩んで点 日ごろ触れない部位であり、観察不十分となっていた
各勤務でのラインの確認。ロックの部分をテープで固定。
滴が漏れていた。ガーゼで包み、直接患者に触れないようにしてあった為、観察が不十分となって
いた。閉塞はしていなかった
食事が半分以下しか摂取できなかった時は、点滴の指示が出ていたことに気づかなかった。その ・指示をみていなかった。
・カルテを最初に読み、その日にあった事や、医師の指示を読んでから仕事にかかるべきであっ
日の夕食が５／２という摂取状況であったのにそのまま処置をしなかった。
た。 ・指示が出た日には、伝達するようにする。
食事にしょうゆのペットボトルの内ブタ（プルトップ）と思われる異物が混入。
破棄されずに放置されたままになっていて、今回何らかの理由で、誤って混入してしまったのでは 環境整備、今後は食品倉庫内にて開封し、調理場内に持ち込む。内ブタ（プルトップ）は専用容器
ないかと思われる。盛り付けの際にも発見されず、提供されてしまった。
に入れ保管し、使い切った空の容器本体を破棄する際にセットし破棄する事とする。
食事にリーナレンを追加して配膳しなければいけないところお膳にのせ忘れた。あとで気が付き配 ベルト盛り付け時 食札に載っている献立をみてそれぞれの料理を盛り付けてゆく方法をとってい コメントをつける。経管食用の食札を別につくる。
膳した。
る。しかし料理は全部で9種類しか印刷されない。今回の場合リーナレンは10番目のメニューだっ
たため印刷されなかった。リーナレン付きのコメントもなかった。
食事に中に髪の毛混入
確認方法の問題点
混入経路調査で患者本人の髪の毛の可能性あるが調理員の服装管理の徹底
食事に髪の毛が入っていた。
髪の毛が入らないようにキャップをしているが着脱する機会が多いのと、白衣自体に付着していた 盛り付け作業時に行なうチェックの強化。
可能性があります。
食事のセッティング時にオーバーテーブルに口元をぶつけてしまった。上唇に出血あるが軽度で テーブルと患者さんの顔の位置をよく確認してからセッティングすべきであった。テーブルの高さに よく確認してからセッティングするようにする。 テーブルの種類の検討。
あった。
も問題がある。
食事のためダイニングに車椅子で移動し食事をしてもっらっていた。食後 自分でブレーキを外し 食事中は患者の見える範囲に看護師がいるため抑制をしていなかった 食後すぐにベッドに戻し 車椅子乗車中はテーブルに付けるか抑制をする
移動し、看護師を呼び、一緒に食事をしていた患者を部屋につれて帰ってあげて欲しいと話をし看 ていなっかった 患者が自分で車椅子を動かしてテーブルから離れている時に危険が予知できず
護師が傍を離れた直後に立ち上がり歩こうとして車椅子のフットレストに足を取られ前方に倒れた その場を離れた 患者が自分で歩こうとした
食事の際、食堂で座っている時に、患者様の後頭部に出血痕があるのを発見する。本人に聞くと 観察が不十分だった。
夜間の薬の確認と歩行状態の確認をする。覚醒時のふらつきの有無、状態の観察をする。
自室で転んだとのこと。時間や、どのように転倒したか聞くが、覚えていないという。BP１３０／８
２、P７８。洗浄すると６ｍｍ切傷あり。当直Ｄｒ診察あり。消毒、ゲンタシン軟膏、ガーゼ保護処置。
食事の際、卵焼きの横の部分にラップの切れ端が付着していた。
準無菌食なのでラップで包んであり、調理室で包む際に付着したか、本人がラップを剥がした時に 準無菌食は、ラップで包んで包んだ者以外の者が確認をしているが、ラップの包み方を変更し、皿
付着したかどちらかが考えられる。
をバットに並べた状態で１個づつ包むのでなく、バットから一旦取り出して包み、また戻す方法に改
めた。
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具体的内容
食事の指示が1600kcal、蛋白質60ｇ、塩分5ｇであったが、前回計算されたものがあったので、それ
を利用して食札を作った。ところが実際は主食を米飯230ｇにすべきところを通常の200ｇで作って
いた。
食事の時間になり、食堂へ行こうと車椅子に乗ろうとしたが、たたんであった車椅子を完全に開く
ことが出来ず、長時間の立位状態に疲労し、そのまま床に座りこまれた様子。打撲、発赤等なし。
食事の摂取量で，インシュリンの指示がある，ＢＳチェックは毎食前の指示である．情報収集で指
示の事は知っていた，指示変更があったのも知っていたが、チェックを忘れ食べさせ始めてしまっ
た．
食事の中に、金属たわしのかけらが入っていた。患者が気づいた。
食事の中に魚の骨が混入していた。
食事の中に髪の毛が混入していた。
食事の中に毛髪が入っていた。
食事の配膳の際、患者様の食事を間違えて違う患者様に持っていった。 付き添いの人が気付い
た為、患者様に謝って取り替えました。
食事の量をみてｲﾝｼｭﾘﾝ施行するべきところ、食前に施行してしまった
食事は終わりデイルームからシルバーカーを使用して自室へ行く時に体勢が崩れ転倒した

背景・要因
改善策
前回の計算をそのまま利用できると思い込み、再計算しなかったこと。主食の量を確認しなかった 蛋白制限の患者さんが入院したときには必ず自分で再計算し、確認する。今までの蛋白制限の患
こと。
者さんの事例を一つにまとめ、再入院時に確認しやすくする。
使い慣れてない車椅子が側にあり、それを使おうとした為。 ＮＳコールの認識不足。

ＮＳコールの説明。

食事介助を早くしなければ，と思い込みがあり，食べさせ始めてから，ＢＳチェックを思い出した．

思い込みを防止する意味で，今一度確認を

釜の洗浄の際、金属たわしを使用した。洗浄が不十分であった。
確認不足。
確認不備
確認不足
業務手順など注意力

金属タワシを中止。スポンジタワシに変更。更新の目安を検討する必要がある。
幼児食等については、魚の種類を骨の少ないもの（フィレー）等に限定する。
盛付け、配膳時の確認作業の徹底
調理現場の衛生管理の再確認。作業服の見直し。
治療食及び薬がのっている場合があるので、よく注意をして食事を配膳したい。

病態治療の理解不足
病態治療の理解 指示の確認不足
シルバーカーの使用許可（理学療法室から）を看護師に確認しないうちに使用している。情報が共 シルバーカーで直進するとき、体は前へ勢い良く進むが足が着いて行かない。曲がる時も体勢が
有されていない。
崩れやすいので見守りが必要。
食事は常食小盛りのオーダーであるが、家人よりお汁ではなく何かドローンとしていると苦情あり。 特別手のかかる食事は特にその人に提供すべきだから、注意もし確認を必ずすること。
特別手のかかる食事は特にその人に提供すべきだから、注意もし確認を必ずすること。
確認をするとプリン状に加工したものでした。配膳のミスでした。
食事をしようと食堂の入口で尻餅をつき、自力で直ぐに立ち上がったところに遭遇した。
杖歩行している患者様なので注意して見守る必要があった。
十分に注意して見守る。
食事を摂取させ心筋ｼﾝﾁの検査をしてしまった。放科技師の指摘で絶食が必要だったことに気づ きちんと理解できてないにもかかわらず、心筋だからいいだろうと確認していない。
知識不足の分野はマニュアル又は担当科に確認する。
いた。検査は無事終了し、読影にも影響はなかった。
食事を配膳するとき、軟食がついていなかった。
配置されているかどうかの確認が不十分だった。
栄養科（厨房）でのチェックと配膳前の病棟職員の確認をし、速やかな対応を行う。
食事移動の為車椅子へ移動し、他患者さんを車椅子へ移動しているときに車椅子から転倒されす 元々車椅子でも体動多く転倒の恐れ考えれる方であり、早目に移動し 目を離した時に事故発生 体動の多い人には安全ベルトの使用。 観察を密にしていく。
ぐに気付き顔面を強打される。 すぐにＤｒへ報告し一時的に血圧上昇も吐気、嘔吐なく頭部ＣＴ上 に至った。
も 問題なし。
食事介助と内服与薬のために患者のもとへ行ったが、今は食欲がなく後でいいと言われ、そのま ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 勤務終了後の業務の再点検
ま忘れていた。また、次の勤務者に伝達をすることを忘れていた。
点
食事介助時ミキサー粥の中に、眉毛程度の長さの毛が、混入していたのを発見した。他の患者様 頭にはキャップを着けて、マスクを装着し、手袋を行っている為現状の事を厳守していく事とする。 上記同様。
からはそう言った報告はなかった。
食事開始の指示が出ていたが、確認しなかったため、食事が出てこなかったのに気づかなかっ
確認不足、オーダリングシステムの異常
指示の確認、患者様の説明の遵守 オーダリングシステムの点検
た。
食事後、部屋へ帰ろうと。車イスを自走していて、前傾姿勢になり身体を支えたが、ささえきれずに 姿勢の保持が悪かった。
前屈姿勢にさせない
共倒れになってしまった。
食事後10分ほどして、顔色不良、便失禁しているところを発見。吸引し、食物残渣物少量と白色痰 以前から、上を向いているときは同症状がある患者様で、看護計画を立て、対応していた。今回、 嚥下機能の評価を実施し、食事摂取について検討する。食事後、症状の出現がありえることを予
少量引け、顔色改善。
食事はほとんど自力摂取し、バナナペーストのみ介助。途中の水分摂取、食後の排気も実施され 測し、観察できるところで見守る。看護師が食事介助をする。
ていた。このような症状の出現は最近多くなり、嚥下機能の低下が原因と考えられる。
食事後移動時に食堂の椅子に引っかかり転倒する
観察不足。 食堂の空間が狭い
空間を広く取るようにする。 見守りをする
食事指示の見落としにより、患者様にとっては多い量の食事（エネルギー・タンパクなど）を出して きちんと確認をしなかった事。
食事指示の際は、再度確認して行う様にする。
しまった。
食事時以外に患者様がエプロンをホール流し台の引き出しから出してしまう。注意したが数分経 何回も患者が自分でエプロンを出してしまうとは思わなかった。保管場所が悪かった。早めに対応 看室内の棚にエプロンをおくようにする。
つとまた、出してしまい他の患者様から苦情が出た。
する必要があった。
食事時間にトイレ前の廊下に車椅子が３台置いてあった。患者様がやや小走りに自室から出てき 廊下は走らないように説明するものの一時的な了解が多い。観察不足。トイレ前の狭い廊下に車 トイレ前、廊下などに車椅子を置いたままにしないよう、患者様の観察指導を行うよう職員に伝え
ておかれていた車椅子に躓き転倒するが職員が支え、外傷なし。「あっちを通るのは面倒くさい」 椅子が置かれていた。
る。病棟内の狭さと車椅子使用者の多いことによる事故に注意を促す。
と、声かけに返答される。
食事終了後、患者をベッドに戻した。その後掛布団といっしょに床にずり落ちているところを発見す 上部をベッドアップ。アップした時落ちやすいので足部もアップしていたが、患者が動きが多いこ 今後はこういう事例もあることを踏まえ、あらゆることを想定して業務を行う。
る。
と、掛布団があったことなど予測できなかった。判断がつかなっかた。
食事摂取・内服確認のため訪室したところ、口腔内（歯肉）痛の増強のため食事が食べれないと 患者に確認を取ったが、思い込んで患者に渡してしまった。
名前（ラベル）がない薬は患者に確かめるのではなく、自分で確かめる。不明な薬であれば使用し
訴えあり。患者は「洗面台にある薬をコップに入れて、ここに置いて。」と言われた。洗面台にイソ
ない。患者が何の薬を使用しているか、情報として知っておく。以上、指導した。
ジンガーグル液と同色の薬液がペットボトルに入っており、患者に「これですか。」と確認、患者は
「それだ。早くしてくれ、痛いんだ。」と言われ、コップに入れ、ガーグルベイスンと一緒にオーバー
テーブルの上に置いた。家人（妻）が来院されたため、家人に含嗽をお願いし退室した。直後ナー
スコールあり、家人が「主人を殺す気ですか。これは足に塗る薬です。」と言われ発覚。含嗽はま
だされていなかった。
食事摂取出来ず栄養チューブ挿入していたが、家族の食事介助で摂取でき経管栄養中止となっ 急患が入り訪室が遅れ、他の看護師に観察の依頼をしなっかた。経口摂取が出来栄養チューブ アルツハイマーの患者の場合は訪室を30分から1時間毎に行ない観察する。チームの看護師と情
ていた。訪室から５０分後に自己抜去しているのを発見する。
を抜去することも配慮するべきだった。
報を共有する。危険排除について早目に対応をする。
食事摂取量に合わせたインシュリンの指示であった。 看護補助者より食事は終わりましたが、イ 確認しなかった。
業務の責任範囲を把握する。 施行前に必ず確認する。
ンシュリンはまだです。と言われ、施行したところ、夜勤者が施行していたことが分かった。
食事前に血糖測定を行っている患者。テルミール（栄養剤）を１/５程度摂取後血糖測定を忘れた 不注意。
マニュアルの再確認を行い、マニュアルの徹底。
ことに気づく。
食事前の薬だったため、食事が来てから患者に飲ませようと思っていたが、他の患者に呼ばれ、 ・昼食に行く際は、いつもあることでも部屋持ちＮｓが、遅番又は半日Ｎｓに申し送りをする（ことに 自分で行おうとしていても、できなさそうな時には、無理せず、他の人に申し送りして、誰でもわか
誰かいないか探したがみつからなかったため、食前に飲めるよう、食事を置く床頭台の引き出す なっていた） ・お互いに何か手伝えることはないか、1人にまかぜず声をかけあう。 ・他チームの るようにする。
テーブルの上に1丁だけのせておいた。袋ごとおくと多く飲んでしまうと困ると思い、1丁だけ、わか 患者の情報提供の場があればいいと思う。
るよう机の真ん中にのせた。食事の前に飲んだが確認に行こうとした際ナースコールがなり、その
対応後、訪室すると患者はたべていたため、薬は飲んだのだと思った。しかし、昼食後部屋持ち
ナースが床頭台の整理をした際、薬を発見し、飲んでいないことがわかった。
食事中、患者が席を立ち、トイレに行った。咳き込む声が続いている為、トイレに確認しにいき、声 患者への説明が不十分だった。後でご本人に食事中何かあったら、席についたままで職員を呼ん 患者が席を途中で立ったらならず疑問をもち、確認する。
かけをした。食物残渣が所々落ちていた。ご本人は「もう大丈夫です、食べ物が喉に詰まった。」と で欲しいと伝えた。
言って自室に戻った。処置はせずに終わった。
食事中に内服するカルタンを、確認与薬患者に薬をセットする際、食事中を食間と思い込み、３日 単純な思い込みが原因
思い込みも原因だが、内服薬をセットする際のダブルチェックができていない。１人の目で確認す
間食間に与薬していた。ＨＤの申送り時にＨＤ看護師が気付き発覚した。上司・主治医に報告し、
ることは限界がある。セットする時には複数の目で確認するよう徹底指導した。
患者に謝罪した。
食事伝票のミス。9月22日昼食後に退院する患者分の食止め伝票を提出。しかし、間違えて21日 単純な書き間違え。
書き間違えがないか確認するしかないと思います。
昼食までの指示になっていた。21日夕方に配膳していないことで発覚。新たに準備ができたので
患者には配膳できた。
食事伝票を記入する際内容に記載ミスがあり、栄養課に指摘を受けた。
うっかりミス
確実にできているか提出前に再度点検する。
食事内容が粥であったが、指示を誤り常食が配膳されてしまった。
連絡の不備
患者情報の一元化を徹底し、各担当者が同一の情報を共有使用するよう指導
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具体的内容
食事分０．５kg除水加算し忘れ。設定者が前回の記録の確認を怠った。CEチェックでも気付かず、
終了後体重測定時に発覚。Ｄｒ報告し、患者さんに説明し、本日そのまま帰宅してもらった。
食事変更の指示を深夜帯で指示受けし、栄養科へファックス（水曜日より３分粥、金曜日より５分
粥の２枚）朝、食事を確認に行くと５分粥がきており患者は摂取していた（主食１０口・副食少量）直
ちに食事を中止してもらい３分粥を出してもらうよう依頼。
食事変更時に名前の確認をせずに同一食種を食べている別の患者さんの食事を配膳車にセッ
ト。病棟へは一人の患者さんに２種類の食事が配膳、一人の患者さんの食事が配膳漏れとなっ
た。
食事量があまり入っていない患者様にアミカリック５００ＭＬの指示でいっていた 昼前に３０から５
０ＭＬの残っていたが もう終わりだと思いヘパロックをした
食事箋の指示の見落とし 配膳前に気づく
食事箋情報を入力する際（ 糖尿食は毎食主食の量が異なる）主食の量を間違えて入力した。

確認不足。

背景・要因

改善策
自動的に加算されるようにホストコンピュータへ入力。

ファックスを２枚した（直前のもののみというルールあり）

ルール遵守

名前と食種の確認不足。

確認の大切さ。名前と食種をよく確かめる。

本人が判っていない

滴下筒の中も全くなくなるまで残量が少なくなったら 傍にいて滴下しヘパロックする

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
チェック方法検討（複数チェック等）
主食を入力する際 糖尿食の場合は朝 昼 夕食必ず確認して入力することになっており 今回も 主食を入力する際 朝 昼 夕食のらんにポイントをきちんと合わせて主食の量をシステム登録ら
その操作を行ったにもかかわらず入力ミスをしてしまった。
んより選んで入力 確認する。
食時前の声かけ時、ホールのゴミ箱の中に手をいれ何かを探す動作をしていた。不潔な為、止め 時々ゴミ箱をあさり、何かを探している。その都度注意しているが理解されない。
NSに報告。見に行っていただいたがそのときは、既に椅子に腰掛けていた。観察を十分に行う。
るよう促すと「私の商売の邪魔をするな」とおっしゃった。
食前１１時３０分の血糖チェックの指示を、１４時３０に自分の処置板に記入していたのを見て忘れ 自分が時間を気にせずするべき処置にチェックを行なわなかったためにおこった。
担当の患者の処置、ケアをしっかり確認し、その後時間毎に処置、ケアのチェックをしていく。
たことに気づいた。血糖値をスケールで管理している患者様であり、血糖値が高値であればイン
シュリンの指示があったが、値もわからないまま患者さんは食事を摂取した。
食前でありポーパブルトイレに座らせていた 他患者様の移動など行う為 その場を離れていた 以前から 自分で立位しようとする事がある為 気にしてはいたが トイレを終了したらナースコー ポータブルトイレでの際その場を離れずにする様にする
ナースコールあり訪室すると自分で立位しようとして出来ずに介助カバーとポーパブルの間で床に ルをするだろうと思いこみ 当事者本人が注意を怠った
座っていた そのとき 背中の辺りをポータブルトイレでこすったらしい
食前に3人の患者さんが3種類の漢方薬をそれぞれ飲んでいた。配薬時、患者名の確認をせず混 確認不足。３人分とも薬包は同じピンク色で番号だけが違っており、解かりにくい。
患者毎に薬のケースを分けて持っていく。
同して配薬してしまい、1人の患者さんから「いつもと飲んでる薬と番号が違う」と指摘され間違い
に気付いた。すでに他の患者さんは内服していた。主治医報告。内服検討するため、本日の昼､
夕食前は中止となった。（3人分の薬はすべてピンクの薬包で番号だけが違っていた）
食前にベイスンを与薬しなければならなかったが他看護師に申し送りをしなかったために患者様 うっかり忘れ
気付いた時に早めに他看護師に依頼しておく。メモに残す。タイマーを掛け忘れないようにする。
が食事をされてしまった。
食前に血糖値を下げる薬を内服させていたにもかかわらず、検査後で患者様が食事を後にして欲 内服をさせた看護師の認識が不十分で患者様の観察が十分に行うことができていなかった。 看 食事状況に応じて内服をさせるようにする。
しいと言われたため、食事を下げた。しかし、その後低血糖症状が出現してしまった。
護師間で患者様の情報の交換がなされていなかった。
食前のBSチェックを忘れた。
緊急業務が集中し、定時業務である血糖検査を行うことが出来なかった。
全体状況を把握し、業務に支障が出る可能性がある場合は、事前に調整し、スタッフ間で状況対
応に努めるよう指示。 緊急時の取扱についてワーキングを実施
食前のBS測定を忘れた。 患者については、自覚症状、状態変化特になく経過観察とした。
業務手順の不履行。
患者管理の徹底、処置方法の再確認を指示
食前のインスリンがあるのでインスリン量を表を見ながら１０単位施行した。その後、深夜の看護 勤務前に指示簿を確認しなかった。 インスリンチェック表の単位が間違っていた（転記ミス）。
指示を受けた看護師はインスリンチェック表に書き換える時に他の看護師とダブルチェックする
師とカルテの指示簿を見ていてインスリン量が１２単位へと増量されていることに気付く。主治医に
か、指示をコピーして貼る。
報告し、そのまま経過をみることになる。
食前の漢方を飲ます時にスプーンをかみ、スプーンがこわれて一部飲んでしまった。すぐに吸引、 普段より強くかむ事が多かったので、プラスチィックのスプーンでは破損する可能性があった為、 金属のスプーンを行いる。ただし歯が欠損しない様に注意する。 病棟のスプーンは破棄する。
緊急ナースコールをし、他のナースに開口してもらい吸引。一部のかけらは回集できたが一部は スプーンの選択を慎重にすべきであった。
不明。当直医師に喉咽頭鏡してもらうもかけらは発見できず。口腔内吸引。観察の為に開口する
ときに一部裂傷あり。
食前の血糖測定の準備をしていたが、他の患者の検査迎えの電話があり、迎えにいって、血糖を 割り込み業務 患者受け持ち制の問題
タイマー使用 機能別業務の検討
測定するのを忘れた。気づいたときは、食事を摂っていた。医師に報告し、血糖測定の処置は無
かった。
食前の血糖測定を忘れ、夜勤フリーの看護師が経管栄養を繋げた。フリーと受け持ちの業務の連 フリーと受け持ち看護師の業務連携の悪さ
業務開始前に確認をしているが、更に、声かけ確認が必要。
携の悪さが原因。気がついて訪室したところ、半分投与され、ＢＳ測定で１２３ｍｇ/ｄｌであったた
め、そのまま経管栄養を終了させた
食前血糖を測定し、値と単位を指示通り確認後、皮下注射した。しかし医師の指示は、ノボリンRと それぞれの薬剤作用の違いを、把握していなかった。 指示と準備薬剤を確実に確認せず、ダブ 確認作業は５Rに基づいてしっかり行う。 インスリンの薬剤作用についてしっかり学習する。 リー
あったが、実際は患者持参のペンフィル30Rを投与してしまった。
ルチェックを行わず、思い込みで行ってしまった。
ダーナースとダブルチェックを行う。
食前血糖測定、インスリンスライディングスケール使用し、血糖コントロールを行っている患者が、 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・食事待ちで処置がある場合、情報を共有できるようボードに記載する。
昼食配膳時に心エコーに行かれていた。他のスタッフが、配膳せずにナースステーションに保管し 点
ていた。しかし、帰室時にスタッフから食事を受け取り、血糖測定があることを認識していなかった
ため、配膳し昼食を摂取させてしまった。
食前血糖測定、インスリンスライディングスケール使用している患者。当日腹部エコーがあるた
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・絶食者シートの活用を行い、フリー看護師も情報を共有する。
め、朝食待ちとなっていた。そのことをフリーの看護師に伝えるのを忘れてしまい、フリー看護師が 点
血糖測定後、ノボリンR４単位を施行してしまう。日勤への引継ぎの際指摘を受け発覚。主治医へ
報告し様子観察した。
食前負荷前硝酸剤スプレーの投与を、忘れてしまった。
確認不足。
受け持ち患者の状態と治療方針の把握と指示表の確認。
食前薬の抗糖尿病薬服用を忘れて食後に気付いた
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
食前薬チェック表の作成。
食前薬の投薬忘れ。 投薬箱の後ろに立ててある薬札を見落とした。 他の看護師が気がつき 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
薬ボックスの見直し及び確認の徹底。
食後に服用できた。
食前薬の箱内に薬が入っておらず自分のチームの食前薬はないと確認して配らなかったが、本日 食前薬の箱に薬が入ってなかったのもいけないが、カルテからの情報収集できちんと把握してい 注意深く状態把握に努める。決まっていることはきちんと行なう。
より開始の食前薬がカーデックスに挟んであった。勤務終了時に気づく。
れば、ないのに気づけたか。
食前薬の名前を確認したつもりで与薬したが同姓の患者に配り患者が気づき誤薬にならなかっ 同姓の患者も同じ薬を服用していたため思いこんでしまった。患者に名乗ってもらい確認しなかっ 与薬時は薬袋、薬包の患者名を確認し患者に氏名を名乗ってもらうことえを徹底する。
た。
た。
食前薬の予約時間が遅れてしまった。気づいたときには食事が配られており患者様は１口食べて 食前薬が目に付きにくいところに置いてなかった。 内服を配布すると言うこと自体を忘れていた。 患者に薬が何時にあるということを前もって説明する。 ワークシートを何度でも見直し、不備を確
いた。患者様に食事を中断してもらい、主治医に報告し、内服の指示あり。内服してもらってからま
認する。 チーム内で声を掛け合っていく。
た食事をとってもらった。
食前薬を配薬するために配薬車のケースにを確認すると、ケースには１Pと記載してあるが、ケー 服薬セットの際の確認不足。処方箋が服用済みのところに入れてあった。
常に処方箋で薬を確認する教育を行う（手順通り）。内服薬のセットはグラムで確認しなければな
ス内の残薬があるため処方箋で確認しようとしたが、ケース内に処方箋が入っていなかった。処方
らないものがあるので、必ず処方箋で確認する。
箋が服用済みのケースに入れられていた。カルテで確認すると1回２Pの処方であった。２P内服さ
せなければならないことがわかった。
食膳のBSチェックをとり忘れた。
通常業務における注意力散漫。 確認作業の不備
確認作業、患者管理の徹底。 一連作業手順の再確認を指示。
食膳の血糖検査を忘れた。食後に測定した。特に異常なく経過観察処置とした。
確認作業の不備、日常業務による注意力の欠如。
患者管理の徹底、作業手順の再確認を指導。
食直前のインスリン注射がある患者様。食事が終了した頃にインスリンを注射していないことを思 注射の時間に搬送が必要な患者様の検査があった。 他の看護師に注射を依頼していなかった。 タイマーをかける。 自分が出来そうにないときは他の看護師に依頼しておく。 患者様に注射は
い出す。患者様に説明し、インスリンを注射しようとすると「他の看護師がした」と言われる。日勤の
ダブルチェックしているため、安心である事を説明する。
看護師全員に確認するが、インスリン注射をした該当者がいない。医師に電話して食後２時間の
血糖値測定し３００未満であれば、インスリンを注射しなくてよいと指示される。食後２時間の血糖
値は２０１であった。「前の入院で２回間違えて薬を打たれた事がある。心配になってね」と言う。
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具体的内容
背景・要因
改善策
食堂カウンター内に設置されているおしぼりの保温器から患者様がおしぼりを取り出していた。保 上部に保温器が設置されていた。観察が不十分であった。
保温器をを下段に配置する。
温器は、高い場所に置かれているため、患者様は、取っ手にぶらさがった状態であった。保温器
内部は温度も高く、直接触れると火傷したり、、ぶらさがった状態であったため、転倒したりする恐
れがあった。
食堂で、朝のコーヒータイムのときにコップに菓子を入れ、食べようとしていた。朝食前であること、 コーヒータイムとおやつ時間は病棟で決められているが、その説明が不十分だった。
食事前の間食は、後の、食事摂取量に影響することもあるため食事の必要性を説明し、理解して
おやつの時間ではないことを説明し、止めていただいた。
いただく。今後は、個別対応していく。
食堂で、朝食を摂取後、家人とともに車椅子でベッドに戻られた。家人が目をはなされた隙に自分 家人にまかせっきりにしていた。
移動の自立されていない方は、看護師が最後まできちんと確認をすること
でベッドに戻られる時に、転倒される。打撲外傷等なかった。
食堂で、両側ともストッパーの掛かっていた車椅子から転倒し、左側臥位で“く”の字のようになっ 体動活発で手足など活発に動かしている様子であったが、テレビを見る為にテーブルの無いとこ 夜勤帯では１人にずっと付いている事が出来ないので、（カンファランスを開き）食堂に職員が誰も
て倒れている患者を発見した。 →痛みなどの訴えは無かったが、左手首に小さな表皮剥離が
ろに居させてしまった。 床に箸が落ちていた為、患者がそれを気にして取ろうとした事も原因と考 居なくなる時は連れて歩くようにした。
あった。 →他のスタッフと共に車椅子に戻し、看護師・師長に報告した。 →VS測定。表皮剥離の える。 車椅子乗車時は食堂では、テーブルの前に座らせる。
処置をしてから、ベッドに臥床させた。
食堂での夕食介助後、内服薬を佐々木様違いで内服させてしまった。健胃剤で大事には至らな 常時１５名程が､食堂で食事をし見守りが1名である。
配薬トレーを新たに作り、文字の確認がしやすいように変更した。スタッフに確認の指導喚起を促
かった。
した。
食堂で患者様が３５０ｍｌの炭酸飲料ジュースを一気に飲み、そのまま後ろに倒れる。左後頭部に コップで少しずつあげればよかった。食事も一気に食べる傾向があり要観察すべきだった。
食べ物に関しては少しずつ食べるよう工夫する。職員間の情報共有を図る。必要度に応じた観察
小さな腫が見られる。チアノーゼも少々あるためタッピングで水分を出し、ベットに寝かせる。
援助を行う。
食堂で患者がいつも自分が自分が座っている椅子に別の患者様が座っていることに腹をたてて 席を間違えた患者は、椅子がいつもわからなかってしまう。観察が不十分だった。
椅子を間違えてしまう患者様を要観察とし、患者様が違う椅子に座ったら自分の椅子につくように
椅子から転落させ、横の頬を叩く
指導する。患者様の椅子に印をつけるように話し合う。
食堂で患者様が椅子に体をのけぞらせ、足を長く前に伸ばし眠っていた。危険な格好の為、起し 観察が不十分であった。
日中傾眠傾向にあるため内服を検討する。
て、正しく座っていただいた。眠いのであれば部屋で寝るよう伝えたがその後は、しっかりテレビを
見ていた。NSに報告した。
食堂で後頭部より出血、本人ペーパーで抑えているところを発見。『わざとやった』と言う。当直医 以前より、幻覚･妄想による自傷行為見られていた。今回、食堂で静かにテレビを見ていたため、 注意観察をし、言動の変化を見逃さず、自己に至らないように努めていく。
に報告。ガーゼ圧迫にて止血する。消毒、ガーゼ保護にて様子観察とする。
予測が困難であった。
食堂で作業をしていたとき、ドスンと音がしたので駆けつけると、患者様が転倒した様子だった。 普段からふらつきのある患者だが、観察が不十分だった。薬の影響も考えられる。
薬を減量するのは精神症状から難しいと言われている為、観察を十分に行う。
食堂で食事を待っているとき、見守り担当の職員がいなくなり、他の患者さんの通報で車椅子から 食後、食堂から病室に移送中、食堂の見守り担当の看護助手がいない状態となった。
転倒リスクの高い患者が食堂におられる場合は見守り担当の看護助手はその場を離れないよう
転倒されている患者さんを発見する。
再指導する。
食堂で食事終了後、車椅子で自動駆動で食堂から自室へ帰る途中、突然左下肢の脱力感認め 患者状態での把握不足、食堂から自室への介助の伝達不足
申し送りの徹底
て、車椅子より前方に転落される。容態変化なし、打撲斑、打撲痛なし
食堂で配薬時、他患者の薬を飲む
確認不足
マニュアルの厳守
食堂で白い錠剤が１錠落ちているのを発見する。薬番号等確認できない。
服薬の確認が不十分であった。
服薬の確認を徹底する。
食堂において、昼食後帰室時に転倒し大腿骨を骨折する
杖歩行においてスリッパをきちんと履いていなかった
歩行に障害がある患者については、歩行時にスリッパをきちんと履いているか確認する。
食堂にて、あっという声が聞こえた為、振り向くと当該利用者が車椅子のフットレスに引っかかり尻 当該利用者より目を離した事が要因と思われる。
夕刻になると訴えが多くなる為、訴えを傾聴し、精神的安定をはかる。 移動時は車椅子。食堂で
もちをついている所を発見する。発赤、打撲なし、
は椅子に座ってもらう。
食堂にて、車椅子ごと左側に転倒していた患者を発見した。（抑制帯を使用していた。） →車椅子 職員の目の届かないところに連れて行ってしまった。 抑制を使用する必要が無いのに使用して 職員の目の届く所へ必ず連れてゆく。 抑制する時間は決まっているので、使用時間の徹底。 朝
のストッパーは掛かっていたが、フットレストは上がっており、足が床についていた。 →テーブル いた為、車椅子ごとの転棟となってしまった。
の申し送り中は、夜勤者が必ず１人食堂に残る事を徹底する。
の前にはいたが、テーブルとの間は30cm離れていた。 →すぐに起こして声掛けし、血圧測定。
125/75。 →師長に報告。外傷はなかった。様子観察とした。 →念のため、目を離さず、共に行
動した。
食堂にて椅子から立ち上がり、歩行器につかまり、後ろに足を動かそうとした時、後方へ倒れ尻も 後方への動きはバランスを崩しやすく、何度も転倒を繰り返している、移動時は再三声をかけてほ 移動時は声を掛けていただくよう再度お願いをする、リハビリにも相談をしているが病状からくるも
ちをつく、疼痛、外傷なし。
しいとお願いをしているが、そばに看護師がいなかったりするとなかなか声がかけにくかったり、本 ので、ある程度やむをえないとのこと、安全に転倒する方法を身につけてもらう、リハビリと検討。
人も大丈夫と安易に考えて移動してしまうことにも要因がある。
食堂にて他患者の大きな声とドンという音に気づくと、本人が床に座り込んでおり、手でおでこを押 食事の時間でもあり、給茶機付近混雑しており、無理に通り抜けようとして躓いたと思われる。床 転倒のリスクのある患者様についての履物についての検討を行なう。
さえていた。壁に前頭部をぶつけたとの事。前頭部、発赤(ー)、腫脹(ー)、疼痛(＋)。
は特に濡れていたということはない。本人、常に小刻み歩行みられ、躓くこと多いと思われる。履
BP128/80mmHg．歩行時ふらつき(＋)。主治医報告。様子観察の指示あり。
物についてもスリッパを着用していた。
食堂にて歩行中滑って転倒された。
他の患者が零したお茶で滑ったようだ。
水が零れていないか常に注意して行動する。零れていたら、速やかに拭き取る。
食堂にて本人腕まくりをし傷を見せている所を発見 右前腕３．５Ｘ１．５センチの表皮剥離発見す 入所者が便汚染されていたため説明するが 納得されず介護抵抗見られたため 他入所者に応 皮膚の保湿 前腕用バンドの使用
る ソフラチュールガーゼ＋ゲンタシンにて処置し毎日ガーゼ交換行う
援に来てもらう 一人が手を握ってもらい はくパンツ交換と臀部清拭を行いそのまま食堂へ誘導
する
食堂にて夕食後、薬を与薬する。自分では確認したつもりであったが、夕食後の薬と朝食後の薬 他の職員にも確認してもらわなかったこと。 薬に日付け、朝、夕などの記載がなかったこと。
薬の配薬方法を変更した。
を間違えていた。誤薬にて利用者に影響はなかった。
食堂に居た患者が“あー”と声を出したので食堂に行くと、声を出した患者の後ろの床に別の患者 大勢の患者が食堂に居る時間帯であったが、職員が誰も居なかった。 職員の注意不足・観察不 患者が食堂に居る時間帯は、職員がその場に居るようにしたいが、ナースコール対応などの為不
が、横になっているのを発見した。 →すぐそばに（ストッパーが掛かっていない）倒れていた患者 足。
可能である。 この患者においては、他の患者の事で何か気付いたときには必ず職員に報告する
の車椅子があった。 →職員２人で患者を車椅子に戻し、外傷・疼痛の確認・VS測定を行なった。
事を守ってもらう。 人の世話をするのが好きな患者なので、今後も事故の可能性はあると思う。
→BP 181/79, 外傷・疼痛・気分不快はなかった。 →転落の原因を尋ねると、“声をあげてくれた
その場を見かけたときは、注意するか、車椅子のストッパーを掛けるように指導したい。
患者のエプロンがずれていたので、後ろから直そうとしていたら車椅子から落ちた。”との事であっ
た。 →約１時間後、BP 87/49, 疼痛・気分不快は負かった。→師長に報告。 →１人で他の患者
のケアをする事は危険なので、職員に報告するように話した。”
食堂に人影があるので近づくと患者が早足で食堂のテーブルの端から端までを何度も回ってい 観察が不十分だった
昼は休息していただき、運動は日中するように説明する。疼痛等はその都度ＮＳに報告していただ
る。暗い中、転倒の危険があるため「明るい昼間のうちに運動してください」、「転んだら大変です
く。
から」と伝えると「腰が痛いからやっている」とおっしゃる。なかなかやめていただけなかったが、
「腰が痛かったら先生に言って下さい」と伝え、止めていただく。
食堂に夕食が残っており、患者に確認したところ全量摂取したとのことであり、詳しく聴いていくと 昼食はスタッフが配膳しており、食事をとりにいく場所について説明が不十分であった。
下膳車と表示し、ネームは裏返す。患者への説明を確実に行う。
本日の朝食を摂取していたことが発覚した。患者は朝食時分娩中であり、冷蔵庫に入れて保管さ
れていた。14時すぎに日勤者がそれに気づき下膳車の後列に移していた。患者は以前に入院経
験があり食堂に配膳されていることは知っていたが、夫に食事を持ってきてもらうよう頼み、夫が
間違って下膳車から朝食を運んで、患者はおかしいと思いながらも全量摂取した。
食堂の掃除中 患者が手伝おうとされたのか、椅子を持ち上げテーブルの上に置こうとしたところ 患者の行動に注意が足りなかった
行動に注意し、安全な場所に誘導する必要がある
転倒される
食堂まで朝食の食事誘導時、患者自身が廊下を車椅子にて移動中に座ったままずり落ちた。特 観察不十分のため
車椅子に滑り止めマットを設置する。
に外傷はなし。
食堂よりバタンという音があり、駆けつけると机の下に倒れてiた。左後頭部に発赤、腫脹あり机で 食事が終わり椅子からシルバーカーを押そうとして席を立ったがバランスを崩して後ろへ倒れ机に 椅子より立ち上がりまで確認する。歩行状態の再評価（シルバーカーを含め）
打った様子。血圧２１０／１１６。車椅子に座ってもらうも、左大腿部に痛みあり。当直医に報告。診 左後頭部打撲。本人に詳しく聞くと少し前よりフラツキがあったとのこと。スタッフへは特に訴えが
察後、クーリングとともにベッド上安静。様子観察の指示を受ける。朝、医師来院にて、詳細を報 なかったのが転倒の要因になったと考える
告。Ｘ―Ｐ、ＣＴの指示あり施行。Ｘ―Ｐ上、左大腿骨骨折の所見が見つかった。
食堂より大きな物音がして転倒していることに気づく。本来、居室より食堂トイレ等本人で自由に 食堂にて移動中、立った状態から慌てて椅子に座ろうとした様子。バランスをくずして転倒したも 本人の動きをできるだけ把握し、必要と考えられる時はすぐに介助できるような状態でいるように
移動される方であり、又その能力にも特に問題ないため、移動時に特に観察はしていない。発見 のと考えられる。
努める。
時も、通常食事時に使う座席ではなく柱の陰になる位置に移動しており椅子に座ろうとしていたも
よう。
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具体的内容
食堂椅子から立ちあがる際、転倒
食堂床掃除の為、椅子を全部テーブルの上にあげて拭き終わり、椅子を下げた。そのとき、自主
的に椅子を下げるのを協力してくださっていた患者が「椅子を落としたみたいですよ」と報告をして
くださった。確認すると椅子の脚が破損していた。
食堂談話室の畳から降りようとして転倒
食堂内の掃除中病室の側で白い錠剤が落ちているのを発見する。夜勤ＮＳに確認するよう渡す。

背景・要因
見守り不足
怪我の恐れについて配慮が足りなかった。

改善策
転倒を繰り返す方なので、常に見守るようにする
自主的に協力していただいてのことだが、注意しながら行動するよう指導する。

見守り不足
食堂での見守りを確実に行う
朝薬の服薬は確認していたため、服薬自己管理をされている患者が落としたか、ＮＳがカットして 服薬の仕方について再度指導する。
薬を渡した際に落とした可能性がある。確認が不十分だった。
観察が不十分だった。
車椅子に乗る時は車輪ではなく、別のところをもって操作するよう説明する。

食堂入口廊下で「痛い」との声が聞こえる。駆けつけると患者が車椅子の車輪の中に手首が挟
まった状態でいる。すぐに手を外し、ＮＳに連絡する。ＮＳが見て、Ｄｒに報告する。様子観察とのこ
と。
食道の撮影のため普通にバリウムを飲んでもらったら誤えんした。しかし、本人の誤えんした自覚 本人の問題と思われます。
なし。年齢６２歳 職域検診のため働いている方である。再度飲ませても誤えんした。最悪の場合
は誤エン性肺炎が考えられる。
食道下部摘出術後２日目で、ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ装着中であった。ｱﾗｰﾑ音に気づき駆けつけると挿管ﾁｭｰ 患者の術後の見当識障害時のリスクを予測したﾁｭｰﾌﾞ類の管理が出来ていなかった。
ﾌﾞが7.5cm程抜けているのを発見。医師へ報告後、再挿入となる。両手抑制が少しゆるんでいた。

排痰のハフィング後診察を実施。医師の診察では問題無しとの事 当院の誤エンに対してのプロト
コールに沿って作業した。
術後の感染ﾘｽｸの高い時期は、患者の状態に応じた抑制の工夫と観察を行う。

食道癌に対する各種治療が進められている状況で、絶食中・ＩＶＨが関連すると思われる発熱が続
いていた。前日に持続点滴に変更となった。ふらつきを自覚することがあった。患者は、ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ
の尿器を使用し排泄ができると思い済ませた後、ふらつき前方に倒れ、前額部を打撲した
食道癌のOP後3日目であった。昨日よりせん妄がみられており家族の方には付添って頂いてい
た。また本日の日勤帯よりルート類を触られることあったため再度固定しなおしていた。また19時
より生食+セレネースのdivを行い、20時より担当医にてプロポフォールを5/ｈにて開始していた。開
始後よりすぐに眠られていたも、時々目覚められ、その度に吸痰していた。特にルート類を触るこ
とはなかったが起き上がったりされることはあり、家人へも特に点滴やドレーン類には気をつけて
いただくよう話し、また頻回に訪室するよう努めていた。２２時に訪室したときはウトウトされており
危険行動は見られなかった。その後、他の患者の対応をしているとナースコールがありすぐに訪
室した。するとベットの頭側を向き、ベット上に座っていた。そして吻合部のドレーンを自己にてひっ
ぱっていた。すぐに対応する。ドレーンへの異常はなかった。他の左右のトロッカー、腸ろう、バル
ンへも問題はなかった。しかしIVHルートを自己にて抜去されてしまっており、起きた時に引っ張ら
れて抜けたのか自己にて抜去されたのかは不明だった。本人へ聞くも、「寒いから帰ろうと思っ
た。」「明日、国立に行かんといけん」など意味不明な発言だった。家人は眠っていた為、気づいた
ら患者はベットへ座っていたとのことであった。本人のバイタルサインなどは著変なく、すぐに担当
医に報告した。とりあえず朝までは末梢から点滴開始の指示あり施行する。またプロポフォールは
8/ｈにUPすることとなった。また末梢のラインの自己抜針が考えられ、包帯固定とした。以後、家
人は起きて本人の行動をみておられNSも一部屋行ったらまた訪室してを繰り返した。

持続点滴により排尿回数に変化があることの情報が不十分であった。患者へﾅｰｽｺｰﾙの説明は 排泄状態を把握した排泄介助を行う。ﾍﾞｯﾄﾞ上から尿器が取れるような配慮をする。
行っていたが、遠慮がちな患者だった。2日前にも転倒していたがスタッフに具体的ケアが周知で
きていなかった。
患者がせん妄であったこと。急に起き上がられ点滴を強く引っ張ってしまった。もしくは自己にて
末梢へラインをとり包帯固定とした。また医師の指示にてプロポフォールをUPすることとした。また
ひっぱり抜去してしまった。固定があまかった。
今まで以上に、できるだけ訪室するようにした。（一部屋行ったらまた訪室し）しかし夜勤では２６名
も見ており困難であり大変である。点滴のルートを長くし余裕をもたせたり固定を何箇所でも行うよ
うにするようにする。

食道癌の治療としてステント留置が行われた。同じ頃より痰の貯留をみとめ、呼吸困難あり本日、
呼吸器科受診。抗生剤投与の指示あり、22時より開始となった。22時20分患者の部屋のトイレよ
りナースコールあり、訪室すると患者の上腕に留置針のみが残った状態で、その留置針より流血
が見られた。
食道癌手術の手洗いについていた。針を持針器につけて置いていた。他の針に糸を付ける操作
中に、置いていた針で自分の右手第2指を針刺した。
食道癌術後１９日目、持続点滴中であった。２時の巡視時患者は睡眠中であったが、オーバー
テーブルの上にハサミと途中で切られた点滴ルート（末梢との接続はCカニューラがはずされてい
た）が置いてあったため点滴のルートをたどってみると輸液ポンプの下でルートが切られ床に点滴
が落ち水浸しになっていた。すぐ末梢インサイトオートガードの閉塞を確認したが閉塞していなかっ
た為新しいルートを接続し点滴を再開した。（0:30に不眠でアタラックスPを筋注した際は異常な
かった）その後患者が目覚め点滴の事を問うも何も覚えていないとのことであった。
食道癌末期、化学療法後副作用にて白血球減少、血小板低下がみられ、ＦＦＰ施行中の患者。頻
尿となり尿瓶を部屋に用意しておいた。２３時に不眠の訴えでロヒプノール＋ＮＳ１００ｍｌをＤＩＶし
た。ＡＭ１時４５分、物音がして洗面所にいくと、床に倒れていた。「トイレにいったがバランスを崩し
て転んだ」と患者の弁。
食道手術患者に術前にフランドールテープ貼用指示があったがしないまま手術室に入室する。夜
勤者に申送り時フランドールテープが無いことに気づいた。
食道静脈瘤の治療時、オーバーチューブを挿入しようとした際になかなか挿入出来ず何度も行っ
ている内に咽頭部の粘膜を損傷し、甲状軟骨上角を破損した。
食品庫からドレッシングを取った際に、消費期限の確認をせずそのまま配膳した。先入先出の確
認をおこたった。
食物アレルギーで救急外来にて、ステロイド点滴投与１ー２ｍｇ／？のところ５ｍｇ投与した。アレ
ルギー症状も強く経過観察目的にて入院。
食欲不振、発熱の患者で、三点柵使用中だった。ベッドより落ち臥位の状態でいるところを、スタッ
フが発見。音もなく、落ちたというより滑り落ちたと推測される。バイタル測定し異常みられず、全身
観察し発赤、熱感みられず、疼痛もないため安静臥床にて様観した。
寝たきりの患者様がベッドの柵の間に頭部をはさまれていたのを、血圧測定のために訪室した看
護師が発見する。柵にはスペーサーがあり、そのスペーサーに額が当たっていた。額にスペー
サーのあとがついていたが、皮下出血、外傷はなかった。額に湿布を貼付し、経過観察とした。
寝ぼけて障害物につまずく。
寝る前、患者に下剤を与薬したが、内服できておらず、夜間巡視時、ベッドの上に落ちているのを
発見し、内服できていないことに気付いた。しかし、いつのものかははっきり分からず。
寝る前の内服薬を渡し忘れた。
寝る前の薬が１包多いのに気付く。前日飲ませ忘れと思われる。
寝る前の薬を付き添いの母親へ配薬した。翌朝寝る前の薬を飲ませるのを忘れたとの報告を受
けた。
寝衣が濡れていたので、交換しようとしてＴＰＮチューブが抜けているのに気づいた。

点滴開始時間が遅かった。患者の理解不足。

寝衣交換時パジャマを着せようと右手を持ったところ手背が表皮剥離し出血した。

夜遅くからの点滴の指示は、できるだけ避けてもらうように医師に提案した。

食道癌根治術の経験がなく初めてであり余裕がなく、かなり慌てて急いでいたため、置いていた針 落ち着いて操作できるような環境づくり。訓練。
に手を近づけてしまった。手術経験も浅かった。
術直後はせん妄症状あったが最近は落ち着いていたためナースに油断があった。 前日から不 ハサミ、ナイフなど危険物を家族に説明し患者の手の届かないところに片付けてもらった。主治医
眠の訴えあり。ハルシオン内服、その後アタラックスPを筋注しており、薬剤の影響？
に報告し不眠時の指示について再検討してもらう

全身状態が変化しているが、患者も看護師も転倒の予測をしていない。

状況変化ごとの転倒スコアチエックと対策要す

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

現物を確認して申送る。

オーバーチューブを挿入時、患者の嚥下に合わせて挿入を行ったが入らず、何度も行ったため、 挿入困難時には、即時に胃カメラを抜去し咽頭部の観察が必要であると考え、無理な挿入は行わ
粘膜損傷が広がったと考える。
ないようにする。
新人であったため、確認が必要だと知らなかった。
日付けの確認をする。 新人教育の際、確認事項の理解度を確認しながら進める。
新人等の教育

投与量、使用薬剤の確認。

・日頃は、用事のあるときにナースコールを持たせて説明し実施できていた為と、病室がナースス ・巡回数の増加 ・声かけの徹底
テーションの隣の部屋だったことから、油断があった。
・危険予測が不足 ・スペーサーのはめ方の位置

・スペーサーのはめ方の位置の確認 ・体交枕の使用や体の位置の確認を頻回に行う。

障害物が移動の途中にあった。
患者は内服時、飲み込みにくさがあるのか、口腔内に残ったり、唾液と一緒に薬が出てきてしまう
ことがある。しかし、しっかり確薬できていなかったために、事故が起こった。
配薬トレイの一人分、チェックを見落とし、渡し忘れた。
与薬準備中に他の業務が入った。薬が届けられた時間が、遅かった。
母親任せにしすぎてしまった。大丈夫だろうという思い込みがあった。

障害物を取り除く。
・内服後、口腔内を確認し、内服確認を行う ・唾液が出る時は、唾液とともに薬が吐き出されてい
ないか確認する
与薬時のルール通り業務を遂行する。
薬をセットする時は、作業を中断しない。指示変更は、次のリーダーに確実に申し送る。
最終確認は確実に行う。

不穏があり、チューブ抜去の予測はできたが、「なるべく拘束はしたくない」「まあ、いいか」の気持 予測に対する対策はきちんとする。頻回に訪室して、ラインの確認をする。
ちがあった。
腕を持たずに手を持ちパジャマを着せようとした。一箇所に力が加わった。老人で長期臥床糖尿 患者の状態観察を行い腕などを持ち、寝衣交換する。
病等で皮膚が脆弱である。
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具体的内容
寝返りをうった際、ベッドより転落したと本人自らナースセンターまで歩いてこられる。顎を打撲して
おり、約１ｃｍの浅い裂傷があり、少量の出血が見られた。止血し絆創膏保護を行う。顎以外は外
傷はない。
心エコー１０時４５分、腹部エコー１３時５０分に予約をとっていた患者が、心エコー終了後「朝から
絶食しているのにこれ以上空腹で待てない、今から腹部エコーはできないのか」と怒り出した。こ
のように予約をいれていることもおかしいが、午前中、心エコーなら朝食は食べてもいいはずなの
に、絶食と説明していた。
心ｴｺｰの予定の患者に、次回検査のお知らせの検査時間を間違えて記入。14:00のところ10:30と
記入して患者は当日の10:30に来棟された。
心カテの前処置で、前日剃毛を施行した。そのとき、カミソリを患者のベッドに置き忘れ、それを他
の患者が気づき知らせてくれた。
心カテ後に透析を行うことになっていたが、止血が困難であり透析を1時間後に施行する、という
医師間の会話を聞き逃し申し送りしなかった直後に透析が行われた。透析中に再出血が発生した
が、すぐに医師が用手圧迫を行い止血し透析は行われた。
心カテ前、プレメディ：アタP２５ｍｇ・NS２０ｍｌの指示であったが、薬局からあがってきたのは、アタ
P２５ｍｇ・１０％NaClだった。施行前に確認して発覚した。
心カテ明日予定のため本日夕より内服薬１剤中止の指示あり。患者に説明したが既にその分は
抜かれているとのことであった。２１時コールあり間違って服用したとの連絡あり。
心外のオペで心膜縫合中針の所在を明らかにしていなかった為、ネスポーレンの針を一針紛失し
てしまった。術中レントゲン撮影にて体内に針が無い事を確認後閉胸となる。
心外の患者。内服が追加処方される事が多く、多数の処方箋がありそれぞれ処方がなくなる日に
ちもバラバラだった。バイアスピリン、ファモチジンが18日（夕）でなくなる為、Ｄｒが新処方を入力し
てくれたようであるがその際、19日（夕）まである、ニコランマートとプロタノールを一緒に入力して
いた。この為かバイアスピリン・ファモチジン・ニコランマート・プロタノールが1包化されて病棟に上
がってきた。受け持ち看護師が19日からの日付で内服の開始を記入、内服を薬箱に入れていた。
この際旧処方のプロタノール・ニコランマート（1人調剤）を片付けていなかった為、自分が明日の1
日分の内服薬をセットする時にダブってセットしそうになった（旧処方の処方箋には19日の日付の
欄には×が書かれていた）。
心外当直医にコールし、CT施行となる。その後、経過観察。脳梗塞のある患者のため、CT追加。
結果、出血所見なし。１週間後、再度CTの指示あり。
心外膜炎で入院決定となり、院外採血がオーダーされた。止血、生化学、院外の３種のラベルが
出され、院外のラベルに「Ａ外ーＳ」と書かれてあった。それを院外のＳ容器と思い込んで採血し、
検査室へ依頼したところ、分離剤入りの検体「Ａ容器」を使って２本（１５ｍｌ）採血して下さいと言わ
れた。患者に謝罪し、再度採血をした。
心筋シンチのため朝欠食中の患者に早出がインスリンを施行した。配膳時に患者が食事が来て
いないと訴えられ深夜と早出は欠食のためインスリン中止であることに気付く。
心筋シンチの検査で電話連絡を受けＡ様といわれたところを、Ｂ様のお部屋に検査説明に行き、カ
ルテと検査予約表を持って放射線科に行ってもらった。説明後、ナースステーションに戻り検査予
定表で名前確認したところ間違いに気づき放射線科受付とRI処置室に事情を説明し、検査実施前
に訂正できた。
心筋シンチ後皮膚科受診とカルテに明記してあったため，会計伝票をカルテにはさみ皮膚科に搬
送した。夕刻循環器科より当人皮膚科受診キャンセルしたため会計未払いとなった。
心筋梗塞後のルーティン指示に気づかず、忘れた
心栓93才女性の患者の血液ガスの入力をアッペ疑13才男性の画面で入力そのままラベルをは
り、検体提出した。すぐ気づいたため、入力をしなおし、ラベルを検査室へ届けた。検査は問題なく
実施された。アッペ疑13才男性の血液ガスのとりけしを検査部に依頼したが、検査部は対応でき
ないと返答あり。その問題について医師、看護師が10分以上の時間をかけて検査部と対応した。
心臓カテーテルの検査当日、朝の内服薬を配薬し忘れた。

背景・要因
ベッド柵が取り付けておらず、事故対策防止の不備があったと思われる。

改善策
・夜勤病棟長への報告 ・ベッド柵の取り付け

ケアレスミス・知識不足

今後予約後、内科リーダーが予約センターへいって検査説明を行なうことになった。内視鏡予約も
いっぱいだったが、午前検査終了後１２：３０から腹部エコーを行なった。

思い込みや手馴れた業務であったため、注意力不足、確認不足。

十二分に確認すること。

時間に追われ、忙しく、確認をするのを忘れた。

トレイに入れてもっていき、終わった後に確認をもう一度する。出来れば、2人以上で確認する。

スタッフ間の意思疎通・連絡が不十分

医師の会話に注意を払い、指示として出なくても検査中に異常があった時はその後の対応を医師
に確認する。

薬局での調剤時の間違い。前日夜勤者が確認した時の確認間違いである。

薬剤と処方箋を照らし合わせて確認をする作業はダブルチェックを必ずかける。

与薬方法変更時の確認の仕方

本人へ再度内服時に確認する。

残った針糸を使用していたため他の針の処理に追われ余裕がなかった。

針を渡したら返ってくるまで針の所在を明らかにしておく必要がある。

見づらい処方箋

検討する

歩行時未介助で、様子観察が不十分であった。

歩行時は、転倒しないよう歩行介助する。頻回に訪室したり、ベッドの位置を見えるように工夫した
り、様子観察する。床が濡れていないか、ベッドのストッパーなど確認する。
院外検査の場合、容器が異なることが多いので、必ず検査室又は冊子で容器の確認を行うよう指
導した。

自分だけの判断で行った。知識不足。

深夜勤務者がメモを書き出したが早出はたまたま見なかった。 深夜の看護師はインスリンを検
査後に施行すると思いいつもは注意書きをするが今回は注意書きをしなかった。
患者に検査説明したところ口頭でこちらから名前を呼んでしまい、名乗ってもらわず説明してし
まった。予約表を提示し、名乗ってもらうという基本を遵守しなかった。

早出の看護師はマニュアルを再度確認する。 インスリン中止の早出書きをすぐできるようにする
ため、ラベルにする。
検査予定表を提示し、名前を自分から名乗ってもらうという、基本を遵守する。

複数科および検査の重なっている場合の連携が取れていない。

検査後の会計伝票は当人に必ず渡す。

指示の見落とし。
検査当直者が検査部においての検査のとりけしの対応について知らなかった。

指示確認の徹底。
検査部内で検査の取り消しについての対応の仕方を再確認する。

午前１例目の検査であり、９時入室の為、通常の内服時間より早めの内服時間であり、余裕がな 業務のチェックリストが上手く活用できていないようなので、指導者はもう一度再確認と、業務の徹
かったこともあり忘れた。
底。
心臓カテーテル検査の前投薬が内服されなかった。術前に発見し、医師が確認したが、内服中止 確認ミス。
確認作業の徹底。手術、検査等の術前処置についてマニュアルを遵守し、適正な処置を行うよう
の指示を受け、そのまま検査施行する。
指導周知。
心臓カテーテル検査後PTCAに移行し個室に収容、アンギオシールカテーテルを抜去後大部屋に 大部屋に出る際注意点について情報が不足していた。車椅子に移動する際創部の確認をしな
看護師間の情報伝達の徹底と創部の観察の強化。
移動、安静介助となり行動フリーとなった。車椅子でトイレに行った際創部より出血があった。圧迫 かった。圧迫止血が弱かった。
止血する。
心臓カテーテル検査中、医師がヘパリンを要求した。看護師がアンプルを切って医師へ差出し、注 当事者の看護師はＣＡＧ室の介助に初めてついた。アンプルを切って準備するとき確認不足。医 注射薬の保管方法をきちんとする。看護師はアンプルを準備する時確認する。医師は薬液を吸う
射器に吸ってもらった。この時まちがってニトロールのアンプルを準備し、医師も気づかず吸った。 師は薬液を吸う時確認していない。注射薬保管の方法がわかり難い。
とき確認する。
注入直前他の看護師が気づき未然に防ぐ事が出来た。
心臓カテーテル検査入院依頼のため他病院より紹介され受診した。透析中のため、ＣＡＧの時の 循環器科の看護師が患者不在を告げ消化器腎臓内科にカルテを回したが、看護師に伝言が伝 患者不在の頼診には基本箋をつけない。患者不在の表示を付箋をつけて伝達する。頼診内容を
透析についての依頼のため消化器腎臓内科を頼診した。患者診察がない医師からの手紙だけの わっていなかった。頼診に手紙のみとコメントがあったのを消化器腎臓内科の看護師が見落とし 看護師はよく読む。患者を診察していなければ、頼診を依頼した科に連絡してから基本箋を医事
頼診であったが、基本箋があったため消化器腎臓内科の看護師が返信時に計算に回す。後日、 た。患者不在の頼診カルテに基本箋をつけた。
に回す。
医事課が患者に医療費未払いの電話をした時に、患者より、診察もしていないのに医療費を請求
されたとクレームあり、間違いに気付く。
心臓カテーテル後の採血結果で、抗凝固療法点滴開始の指示があったが、気づかず申し送りで リーダーナースへ報告せず、自分の思い込みが発生してしまった。
指示は必ずリーダーに報告、ダブルチェックを行う。
指摘され気づいた。
心臓カテーテル施行後、床上安静中であったが、トイレまで歩行している所を発見。又カテーテル カテーテル後より安静、ライン類をいじったりと、説明しても協力は得られず、危険防止の予測を 観察できる位置にベッドを移動する。
穿刺部の圧迫ロールも自分で外していた。
し、対策を立てていたが起きてしまった。
心臓カテーテル施行前の患者に術前処置として、ポタコールR500ｃｃ施行し100/H程度で開始する サーフロー留置の角度で突然速くなった可能性あり。
意識のある患者の場合は患者にも気をつけて見てもらうように声賭けをしておく。
はずであったが、輸液ポンプがなく手落としではじめはゆっくり施行した。約2時間程して点滴が終
了したとナースコールがあり訪室すると終了していた。患者より途中からすごく速く落ち始めたとの
事で、医師の指示で2本目を施行することになった。
心臓カテーテル治療後に、安静時間制限解除の時点で穿刺部に、手掌大の皮下血腫形成を認め カテーテル穿刺時に、穿刺法に変更した。その後、血管縫合を行ったが穿刺された後壁より、皮下 安静解除を延期し、再度止血圧迫にて翌朝まで安静を保った。翌朝確認時に、出血・血腫拡大
た。
への出血が遷延した。
は、認めなかった。カテーテル穿刺は前壁のみ穿刺するよう心がけているが、止むを得ず一穿刺
となった場合は、上記の合併症が予見される為、上級医に上申し止血法についてのアドバイスを
求めるべきと考えられた。
心臓カテーテル治療中、病変部へカテーテルを挿入する際、途中でカテーテルが折れ曲がり、捻 カテーテルの捻じ曲がりの原因は、今回使用のカテーテルは通常の検査で使用のものとは、内腔 血管内に断裂されたカテーテルを、別の器具を使用し引っ掛けて引き抜いた。上記の内容を十分
じ曲がりが生じカテーテル操作中断裂した。
が大きく厚みが薄かった。
反省した上で、術前の確認を怠らない。断裂のリスクを考え早期に器具の交換を行う事が必要と
考える。
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具体的内容
心臓カテーテル室で検査終了し、カテ台から病棟ベッドへ移動する際、患者ベッドを間違え違う患
者のベッドに患者を移動させた。
心臓カテーテル室より、病棟へ次の予定の患者の準備をお願いする連絡をした。その後、その患
者と病棟ナースが、カテーテル室へ入室してきた。
心臓に弁が入っているにもかかわらずＭＲＩ室内に入れてしまった

背景・要因
確認のルールを守らなかった。

改善策
思い込まず、ルールの厳守。

伝達過程の不具合が発生。連絡はリーダーナースへ、集約させ全体の進行状況を把握している 連絡はリーダーナースへ、集約させ全体の進行状況を把握していることが連絡、トラブルの防止
ことが連絡、トラブルの防止になるが今回その手順がなされなかった。
になり、皆がそのルールに従って業務を行う。
指示表に記載がなかった。患者との会話の中で弁があると確認したが本人がこれまでにもＭＲＩの 指示表の記載。患者への直接の確認とともに電子カルテなどによる確認の徹底。疑わしいときに
検査を行ったことがあるといわれたので信じてしまった。念のため、電子カルテを確認したところＭ は中止する。
ＲＩをこれまでに実施していないことがわかり、室内から出てもらい主治医に確認をして検査を中止
した。主治医には心臓の弁のフォローをお願いした。
心臓バイパス術第３病日の患者。夜間から不穏であり、ドレーンをひっぱったり、ベッドから降りよ 鎮静剤を使用したことで安心してしまった。抑制についてアセスメント不足であった。
早めの抑制。鎮静剤使用後はしばらく患者のそばを離れない。
うとする動作あり。指示のセレネース静脈注射施行。体動治まったためモニタリングをしに戻ったと
き腕を触っているの発見、動脈圧自己抜去しかかっている。ほとんど抜けているため抜去。約2分
後には止血はかれる。主治医に電話で報告、再度不穏時の指示をもらい施行。他ナースを呼び
抑制する。
心臓ペースメーカーの電池交換で入院。痴呆あり大声を出したりすることもあるが、今回傾眠傾向 近くでの処置だった為、カーテンを開けて観察できるようにしていた。しかし、他のナースに観察を 患者が入眠していても、患者の理解度に合わせた看護が必要であった。
であった為、他の患者の対応をし、戻ると末梢静脈ラインを自己抜去し腕から血を流していた。
お願いせず、離れてしまった為起こった。
心臓ペースメーカー植え込み後、痴呆症状で他院に入院中だった患者。今回ペースメーカー電池 痴呆症状があり、ライン抜去の危険性は考慮に入れた対策を立て包帯で巻くなどの対処はしてい 痴呆症状のある患者に対しては、環境の変化によりより痴呆症状が悪化する可能性があることを
交換の為転院となった。発熱があったため、抗生剤投与と補液が開始となった。夜間大声で叫び たが、今回ラインの接続部を外されてしまったがそこまでの固定は出来ていなかった。
考えてアセスメントを行い、対応策を立てていかなければならない。点滴ルートを接続したりしない
声があり、訪室すると点滴ラインの接続を外し出血しているところを発見。
１ウエイルートにするよう検討中。
心臓ペースメーカー植え込み術の説明を、患者に間違った時間を伝えて説明してしまった。
本来確認する画面ではない画面を見て、さらにレントゲン検査の時間をペースメーカーの検査の ルール通りの業務を理解し行う。
時間と勘違いしてその時間を患者へ説明した。
心臓外科LーUf＋BTS術後患者。日勤でラシックス3/8Hr毎の指示を受けたA看護師が投薬時間 申し送りで深夜帯の投薬時間を言われ指示確認した際、投薬時間が同じだったのと20時の下に 時間間隔が適切か施行前に確認する。
を１２・２０・８と記載した。準夜からの申し送りでB看護師に8時と送られａｍ１：３０ごろ指示確認を 施行者印が被る様に押されていて見にくかったのもあり疑わず実施した
行った。指示書の時間が12時間空いているのに気が付かず8時に投与した。次の勤務者が間違
いに気が付き当直医師に報告し8時から8時間投与に変更された。
心臓血管カテーテル検査への搬出時にセフゾン１錠、セルシン１錠の内服指示あり。患者に確認 内服の説明の時に、看護師は「薬は２錠あります」と言った。薬の袋を渡すだけで内服したところま 患者への説明する時には紛らわしい言葉を避けわかりやすく説明する。
するとセフゾン２錠、セルシン１錠を内服していた。医師に報告し、本日夕方の分を内服しないよう で確認しなかった。
になった。
心臓手術後の患者の聴診で、受け持ちナースが胸部音を聴診した際、聴診器に心臓ペースメー ガーゼ保護や固定が、きちんと出来ていなかった。聴診器を当てた時きちんと見ていなかった。
基本的な、ケアや観察が出来ていなかった事を認識し、確実に業務を行っていく。
カーワイヤーが引っかかり、約２cm程抜けてしまった。
心臓弁膜症、心不全で手術予定の患者。午後手術当日で朝から飲水禁止となっていたが、スタッ 飲水ポット表を夜勤帯で翌日分を確認、記入するが情報伝達が不十分で看護助手に依頼した。 受け持ち看護師の患者に対する責任感を、教育。病棟全体で必要な情報の共有が出来ていない
フが飲水用のポットを朝、昼と配ってしまい、家族から指摘を受け発覚。
受け持ち看護師の患者に対する責任感と、病棟全体で必要な情報の共有が出来ていなく、運営 ため、運営管理の中で改善していく。
管理の不備。
心臓弁膜症で手術をされ、術後軽い心不全合併し利尿剤を投与されていた患者。家族が夕方面 配薬したナースが、服用の確認を行っていない。次に対応したナースが家族から言われたら、確 ナースとしての責任が認識できるよう、日々の業務の中でリーダー・メンバーに指導・教育して行
会に来ると、内服薬が床頭台の上に残っていたので、ナースに尋ねると、よく確認せず「飲んでお 認せず自己判断で指示し薬剤を飲ませている。一つ一つの業務に対する、ナースの責任が不足 く。
いてください」と言われた。その対応と対処の仕方に不満を感じ、責任者に業務に対する責任に問 している。又メンバーに対するリーダーナースのチェックが行き届いていない。
題があると訴えてきた。
心臓弁膜症の手術中に、カテコールアミンの点滴ポンプの閉鎖アラームが鳴った。器械だしナー 日頃からマニュアルにもあるよう、ラインの屈曲を起こさないよう長めのルートをつけること、屈曲 今後の事も踏まえ、全スタッフがマニュアルの再確認をする必要がある。
スが、麻酔医より指示を受け、術野の覆布をはずしたところ、ラインの屈曲が解除されフラッシュさ がない事を確認した後、覆布をかける。閉塞時の対応は慎重に行う事が必要で、その危険性の予
れてしまった。
測の理解が不足していた。
心電計と下の台車をとめているネジが完全に外れていた。２本のネジで止めるのだが１ヶ所だけ 新しい心電計を購入したが、心電図記録中にプログラム異常が発生し、６月に製造番号の違う心 メーカー側の言葉に安心せず自分の目でもう一度確認する。生化学分析器のようにスタンダード
で、２ヶ所目は全く止められていなかった。患者さんの足の上に落ちたり、心電計の破損につな
電計に交換してもらった。この時メーカーさんに台車への心電計取り付けをお願いし、終了した時 を流して数字で確認などのように適確にできないので、取扱い説明書をよく読んで熟知する。
がったりせずに済み、ホッとした
点で、「大丈夫ですか？」を声をかけ、「いいです」の返事で安心していた。
心電図の患者名を間違って連絡した（氏名は手書き）。
報告間違い
声掛けだけでなく、リストバンドも必ず確認すること。
心電図ホルター検査途中で器械が故障停止した。
医療機器保守・管理の問題点
機器の整備確認徹底
心電図モニターを装着しており、検査を始めようとMRI室へ入室。ベッドから検査台に移ろうとした 技師の確認不足、看護師の認識不足
MRI入室時のマニュアルを作成する。
ときに気がつく。
心電図をとらなくていい人（健診票に×が入っていた）の心電図をとってしまった。本来一番初めに 心電図のチエック欄にチエックを入れる。それを行わなければ心電図を取らないという業務手順を 業務手順を守るよう意識する。
見なければいけない所を見落としてしまい、相手の年恰好だけを見て心電図があると思いこんだ。 守らず思い込んだ。
取った心電図はDrに見てもらい結果を報告した。
心電図を病室で取るため検査技師が来室中、患者さんが尿意を訴え、病室内のトイレに入った。ト 他職種への患者情報の共有化の問題
患者情報の共有化の徹底を図る
イレで音がして、みると尻餅をついていた。転倒リスクが高いという情報がなかったことと、患者さ
んに一人で行けるかを問うと、｢一人で行ける｣と返答されたため介助しなかった。
心電図記録紙に記載される患者のID、年齢入力間違い。
ID、年齢入力間違い。
心電図をとる際に、ID入力を確認した後で入室して頂く。
心電図検査、点滴を２本している方で検査のためベッドに寝てもらうときにチューブがはずれた。 介助の必要性があったのではないか。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。
連携不足、観察不足を徹底
心電図検査、交流障害により検査不能。
原因不明
点検の結果原因不明のため対策なし
心電図検査、伝票に気づかず、患者を待たせてしまった。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題、物理的な環境や設備上の問題点
別室なので、気が付かなかった。連絡方法の検討
心電図検査の結果がファイリングされていなかった。
新機種に移行してその性能についての理解不足
結果転送の確認徹底
心電図検査を受けた患者から、翌日「昨日つけられたテープがかゆくてたまらなかった」との訴え 自己判断してしまった。
与薬の際は自己判断せず、医師の指示確認のもとに処置を行なうことを徹底する。
があり、見ると電極をはずしたあとに皮膚のかぶれが見られた。その際、医師に確認せずにリンデ
ロンＶＧ軟膏を塗布した。
心電図室で運動負荷テストを行う前に救急用薬品の準備をした。その際、ソルメドロールの溶解 当事者の知識不足。溶解液が添付されている旨の明確な表示がなかった。
表示を明確にする。
液のみを準備したが、実際には投与しなかった。
心電図電極の上肢左右つけ違い
確認不足
さらなる確認
心不全、腎不全で持続点滴中の患者。意識は清明であり、適宜体交施行していた。23時尿量
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。 ・医療材料の採用の問題点。
・体交時輸液ルートの確認を、各接続部まで行う。 ・ロック式シリンジの検討。
チェック時に床の血液汚染を発見。確認するとシリンジポンプのハンプシリンジと、延長チューブの
接続が外れていた。床の血液汚染量450ｇ（輸液量含む）バイタルサイン変化なし。主治医指示に
て翌朝採血。Ｈｂ8.8から7.7g/dlへ低下していた。
心不全で床上安静の患者。４時に訪室入眠中。酸素カニューレ外れていたため声かけする。５時 観察不足
予測される計画・実施
３０分に訪室するとベッドの間に横たわっていた。立位介助しベッドへ移動。ＢＰ１５２／３４ｍｍＨ
ｇ、Ｐ８８、サチレーション８９％、外傷、発赤、腫脹はなし。疼痛なし。当直医に報告様子観察の指
示。
心不全で入院中、利尿剤の定期注射指示があった。検温時は固定を確認したが、その２時間後、 テープ固定だけでなく、包帯等での保護が必要であったと思われる。
再挿入後は、包帯での保護と、病衣の袖口をしぼる事により、抜去の防止とした。
訪室時ベッドサイドにラインが自己抜去されていた。
心不全で入院中。挿管し呼吸管理を行っていた。時折不眠及び意味不明な言動聞かれており、夜 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・精神面での変調を認めたら安全帯の使用を検討する。 ・セデーション開始時間の検討。 ・医師
間のみセデーションを行っていたが、安全帯は使用していなかった。当日も昼夜逆転傾向であり、
による抜管時期の検討。
挿管チューブの違和感や口渇の訴えが強かった。不眠のため23：30からドルミカムを持続で開始
した。23：40呼吸器のアラームがなり訪室すると、既に気管チューブを握りほぼ抜けていた。以降
インスピロンで呼吸管理を行い、血液ガス結果良好であったため、経過観察となった。
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具体的内容
背景・要因
心不全で入院中の患者へ、アルダクトン1錠１×Mの処方が日勤の終わりがけにあった。医師へ確 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
認し当日分を１回内服させた。その後翌日からアルダクトン中止の指示が出された。指示簿にサイ
ンしたが、配薬車からアルダクトンを引き上げるのを忘れてしまった。そのため、翌朝の内服を中
止薬と気がつかず、内服させてしまった。
心不全にて入院加療中。内服薬をＭｇチューブより経流中。利尿剤はラシックスを朝、アルダクトン 当該患者の与薬計画は数週間変動がなかったため、「いつもと同じであろう」という思い込みによ
を昼にＭｇより注入していた。朝の経流後に、薬の箱より患者名が記載されているアルダクトンの り、薬袋内容の確認不履行
薬袋を取り出し、指示簿と照合した上で実施記載後に注入。その後昼の経流後にも注入。当日夕
方に残薬を確認した際、増量注入していたことに気づく。
心不全の患者が準夜帯で血圧200以上に上昇し当直医へ報告したが指示なし、診察もなく、この 診察に来てもらえなかった、口頭指示、言葉の行き違い
まま様子見るようにとのこと。5：25にＤｒ．来棟し、ドブトレックスは最初いくらで行っていたかと訊か
れ、「0.5/ｈです」というと「そのようにしてください」と口頭で指示、カルテ記載ないため依頼する。週
明けに内科の主治医より、看護師が薬剤の流量の指示をしないようにと注意を受けたが、看護師
は指示したことはない。
心不全の患者で主治医から「不眠時はアタラックスP1A筋肉注射」の指示が出されていた。また、 不眠時指示と定時指示と両方にアタラックスの指示が出た。看護師間の連携不備。注射部位の
定時注射箋に20時に同注射の指示があった。看護師は20時に筋注を実施。その後引き継ぎが行 発赤等の障害が出た。
われ別の看護師が引き継ぎを行った。この際「不眠時は筋注の指示がある」旨の引継ぎが行わ
れ、20時に実施済の引継ぎは無かった。その後患者を訪室し不眠の訴えがあったので、指示どお
り筋注を21時に実施した。その時の注射部位は20時とは別の腕に実施。２日後患者から注射部
位の発赤、熱感、疼痛の訴えがあり調査したところ、２日前の注射と判明。注射した２人の看護師
もいたため２回実施されたことが判明した。医師の指示で処置後、皮膚科受診したがアタラックス
との因果関係は不明。
心不全の患者でありＩＣＵにて治療中、２時間ごとにラシックスの指示があった。朝からリプラス３号 ・当事者の観察が不十分。知識不足。 ・教育・訓練が不十分。
とハンプ（血管拡張剤）の流れているスワンガンツカテーテルの側管からラシックス（利尿剤）を入
れていた。同じように１７：００に側管から注射をしようとしたとき抵抗があり側管から注入できな
かった。逆血を確認するが見られずチューブ内にハンプとラシックスの配合変化で混濁が見られ
たことがわかった。
心不全の患者に22日、23日の2日間アルブミンカッター投与の指示があった。患者は1ルートで血 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
管確保され、ハンプが持続投与中であった。そのルートよりアルブミン10／ｈで投与した。準夜勤
務者がアルブミン投与時は、ハンプ中止の指示が出ていることに気づきハンプ中止した。指示簿
にはアルブミン投与時の指示が22日の9：00、13：00と2ページに渡って記載されており、13：00指
示の記載のみしか確認しなかったため、指示が漏れてしまった。
心不全の患者で水分のみ摂取（700ml/日）の許可があった。家族への具体的な説明をしていな 入院時に医師、看護師からの説明不足。日中の家族の来院がなく説明の機会が少ない。
かったため、家族が面会に来た時に、患者が水分をのんでいた所を見て食べ物も良いと思い食べ
させた。
心不全軽快傾向にてＡＤＬ拡大中。ベット横の洗面台へ行こうとしてふらつき転倒す。側胸部打撲 筋力低下のある患者のＡＤＬ拡大時のアセスメント不足。 患者も転倒の危険性を認識していな
したため胸部Ｘ線検査施行、異常なし。
かった。
心房細動、肺炎、心不全でＩＣＵ入室中であった。ＩＣＵ指示票に「ＡＢＰＣ/ＳＢＴ1.5g/ＮＳ100ml」の 指示は商品名で記載することを決めているが、実際は略語、薬剤名なども使用されており指示の
指示があり新人看護師（経験2ヶ月）が準備していた。「ＡＢＰＣ／ＳＢＴ」で「ユナシンＳ」を表してお 出し方が統一されていない。新人ナースが略語に対する知識が不十分であった。新人ナースと
りユナシンＳ1.5g準備する場面であった。フォローについていた看護師（経験３年２ヶ月）は新人看 フォローナースのコミュニケーションの行き違い。準備時の確認不十分（マニュアルどおりに実施さ
護師から「ＡＢＰＣは何の略か」と聞かれ「ビクシリン」と答えた。新人看護師は「ＡＢＰＣ」は「ビクシ れていない）。投与開始時の確認が不十分（マニュアルどおりに実施されていない）。
リン」「ＳＢＴ」は「ユナシンＳ」と理解し、生理食塩水100mlにビクシリンとユナシンＳを溶解した。患
者に投与する前に、2人で確認したが、フォローナースは初めの「ＡＢＰＣ」という文字にとらわれビ
クシリンと声にだし、指差し確認をして新人看護師が側管ルートに接続した。接続直後、他の看護
師よりボトルに2種類の抗生剤の名前が記載されていておかしいと指摘があり間違いに気付く。患
者に身体に入る前に正しい薬剤を準備し投与にはいたらなかった。
心房細動のアブレーション治療後の患者であり、ワーファリンコントロール中であった。今までは リーダーが１年目であり、注意が必要であった。採血結果を確認せず、配薬してしまった。
ワーファリン３ｍｇを夕食後の指示でったが、１１日、１２日はワーファリン中止、１３日より１ｍｇで
再開の指示が主治医より出た。リーダーが指示を受けるが、スタッフはいつも通り配薬、１１日分
のワーファリン３ｍｇを夕食後内服させてしまった。準夜看護師が退院の整理をした際、発覚した。
主治医報告、患者異常なし。
心膜炎にて入院中。入院当初は部屋を間違ったり失禁したりしていた。最近、薬を1週間の箱管理 不適切な判断、本人管理の見定めと方法に問題があった。 ・情報の伝達・連携と情報共有のあ
にしていた。なぜ、本人管理にしたかは不明。本日の朝に昼分の薬を誤って内服したため昼は薬 り方の問題点
中止と申し送られていた。そのため、間違って飲まないように何度も確認してた事と目の届かない
頭元に置いておいた。最終の15時４５分頃にも確認して薬はあったが、リーダーが16時１０分に本
人の所にいった時には明日の朝の分を内服してあった。本人に聞くとさっき飲んだといっている。
本人管理は無理な為看護室管理とする。医師に報告して、経過観察となる。（受け持ち）前リー
ダーから、誤薬の報告を受けていたが、昼間の内服薬はなかったため、薬についての管理につい
て、本人と話をするのが、午後になってしまった。
新しく配置換えになった方へ次の事項を依頼。高次機能障害により歩行障害があるが付き添いで 新たに配属された方が経験年数があるため、ポイント説明で理解できると思い依頼したこと。
歩行できる為、食後の洗面を依頼。病室に戻り窓際で外を眺めている状態で患者から離れ、その
後仰向けになった状態で倒れているところを発見。
新たに導入機器データ通信説明時、ホルターECGの記録メモリー通信前に初期化した。
業者の手順ミス
新患ではない（すでにカルテが存在している）のに気がつかず、新しいカルテ番号でカルテを作成 第３者からの口頭での情報のみで、最終的な本人確認をしなかった。時間外の救急車来院、家族
し、診療が行なわれた。患者の確認は、救急隊からの情報で行なっており、来院時も、父親の保 の焦りもあり、対応した側も思い込みの中で仕事をすすめてしまった。
険証しか持参しておらず、口頭での生年月日の確認もしなかった。 救急隊からの情報は、「平成
Ｘ年生まれ」実際は「平成Ｙ年生まれ」。当日は気がつかず、後日会計時に同僚により発見され
た。その時点で、すべての情報は最初から存在していたカルテに情報移行された。
新患受付をし診察券、カルテを発行。外来よりカルテの漢字が間違っていると連絡あり。
属性の入力時、保険証ばかりに気をとられていたため間違いに気付かなかった。
新人ナースが、別の班の医師に報告し、指示を口頭で受けた。
ルール違反と、知識不足。
新生児の血液型検査カードの名前が１字誤りがあり、母親から指摘があった。再度血液型の確認 血液型の確認時に患者の名前の字の間違いが発見でできなかった。
をして、カードを再発行した。
新生児の血液検査をした後、コット内に使用後の針を置いたままにした。他のNsが気付く。
使用済みの針を入れるボックスが近くに置いてなかった。手順が悪かった。
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改善策
・受けた指示はその場で処理する。 ・指示簿の見直し ・医師へ煩雑な指示の変更を控えるよう
依頼する。
散剤を使用する場合は薬袋から取り出したらすぐに内容を明記し、再度指示簿と照合して確認す
る。他のスタッフとの協働によるダブルチェックの実施を徹底する。
夜間医師は状態が落ち着かないときは診察をする。医師の指示は明確に。書面で

臨時指示薬は定時指示箋に記載しない。薬情報の共有化(薬剤師による学習会)。アタラックスを
禁忌とする。

薬剤の特性・配合禁忌の薬剤の知識不足によるものであったため、薬剤部とともに配合変化をき
たしやすい薬剤を院内にアナウンスする。また特に良く使用する薬剤で配合変化をきたしやすい
薬剤を部署単位で洗い出し、学習会を開き知識を身につける。医師・看護師の新人教育にも活用
する。
・重要な指示はマーキングし確実に伝達する。・医師へ指示はまとめて記載するよう依頼。

食事制限の札をベッド、または直接患者様のネームバンドに表示する。来院の少ないご家族に対
する連絡方法の検討。
安静後のＡＤＬ拡大は計画的にリハビリを行う。ナースとともに移動のシュミレーションを行う。患者
にも、移動時にＮｓコールするよう説明する。
指示出し方を統一する（薬剤表記）。フォローナースとして、新人看護師が何をしようとしているの
か考えながら、コミュニケーションをとる。準備時、2人で確実に指示表と実物を指さし・声だし確認
する。投与時、2人で確実に最初から最後までボトルに記載されている薬剤を声だし、指さし確認
する。ＩＣＵには担当の薬剤師がいないため看護師が薬剤の準備をし管理をしている。従って薬剤
師の導入の働きかけを病院執行部に行う。

指示簿には記入してあったが、チェック表となるワーファリンコントロール表には、医師の指示では
なく、看護師が記入しており、変更を忘れていた。医師の指示・看護師の確認実施の新しいコント
ロール表に変更した。
本人管理の見定めと方法の共有化

転倒後、高次機能障害についてもう少し詳しく説明した。
マニュアルを厳守
いついかなる場合でも、本人確認を確実にすること。 同姓同名が存在する場合は、生年月日、住
所等の2次手段も含めて、さらに注意をすることを、職場全体で共有する。

確認する際、間違っていないだろうという感覚で見るのではなく、間違っているという感覚で見る。
保険証のコピーと照らし合わせる際確認済みのチェックをする。
自分勝手な判断と行動は取らない。
血液型の誤認には気をつけているが、名前の間違いはないという先入観があった。今後は確認事
項の徹底を図る。
使用後の針をすぐに捨てられる様に、採血時は携帯の針入れBOXをそばまで持って行く。確認を
十分に行う。
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具体的内容
新生児の臍帯を絹糸て゜結紮した後、臍帯リングを装着しようとしていた。が、新生児の右足に気
をとられ（骨盤位のため右下肢の肢位が、通常と異なっていた）医師にこの状態でよいのか確認を
していた。そのため、臍帯リングを装着し忘れたと思われる。４時間後のバイタルサインチェック時
に、おむつ交換するため、臍ガーゼをみたところ、出血あり、臍帯からにじむようにしみていた。
ガーゼには約３ｇも出血があり、紙おむつにも少量付着していたが、排尿があったため測定でき
ず。直ちに消毒と再結紮を行った。その後、モニターにてＳＰＯ２：１００であり、顔色、体色も良好で
あった。出血による貧血。絹糸の結びが弱ければさらに出血量は増えたと思われる。発見が遅
かった場合、出血が増量する。
新生児救急車で他の産婦人科へ新生児（呼吸障害で気管内挿管）を迎えに行ったところ、搬送用
保育器の酸素ボンベの流量計がついていなかったため、病院から救急車まで酸素ボンベが使用
できなかった。救急車搬入時Ｓｐｏ２は８５％だったが、酸素使用後９０％台になった。流量計が故
障し修理に出したものだが、そのことが記録されていなかった。
新生児室から急ぎの注射伝票。ビクシリンの請求だったが、同じ引き出しに色がよくにたペントシリ
ン注と間違えて病棟に渡してしまった。
新鮮凍結血漿の保存途中、問い合わせの電話に対応し、製剤の一部が解凍してしまい廃棄処分
としてしまった。
新入院の患者に医師より内服処方の指示あり、看護師は指示受けサインをし、薬剤師に依頼し
た。準夜になり夕食後の内服薬がないことに気づき調べると、コンピュータに入力はなく、処方もさ
れていなかった。翌日の朝より内服開始する。
新任の医師が透析のラインをＡとＶを間違えて接続した。すぐに他の医師が気付き停止し、正常の
ラインに接続しなおした。生食５０ｍｌをリンスした。

背景・要因
結紮をした助産師は、長年臍帯クリップを使用していたことと、臍処置をしている間、別のことで医 臍帯結紮の方法を検討するよう提案する。
師に質問をしていたことが重なった。かつ、勤め始め慣れたため、無意識に近いような状態で絹糸
を結紮した一回で、臍処置が終了しているものと思い込んでいたと思われる。

業務手順の問題点

故障した場合は、代替品を装着後に修理することとする。

急いでいて、薬剤をバイアルの色で判断してしまった。

引き出しを開けたときに薬剤名が分かるように表示する。場所をはなす。急ぎの場合も監査を通す
ようにする。
製剤の入庫処理時にはカゴ等を用い、処理済みの製剤はまとめて移動、保存するようにする。

入庫処理を行なうＰＣと-20℃フリーザーが離れた場所にあり、6パックを一度に持つことができ
ず、4パックを保存後途中で電話に対応し残り2パックの保存が遅れてしまった。
看護師が指示受けサインをする際、新規・変更通知表を確認せずサインをした。薬剤師も依頼さ
れたにもかかわらず帰宅した。

新任の医師であったが、手馴れた様子で患者のもとにいき、一人で作業をはじめたので、看護師
は間違うと思わなかった。医師が周囲に聞く事もなく一人で行動した。看護師は接続の際に医師
から「針が半分しか入っていないから」と言われ、また、コンソールと反対の腕であったこともあっ
て、急いで接続を確実にしなければと焦ってしまい確認しなかった。
新年明けに担当医から連絡があり、年末に検査依頼した患者のデータ（外注依頼分）が出ていな 検体自体は検査部へ届いていたが、到着の受付がされないまま冷蔵庫へ保存されてしまってい
いとの問い合わせがあり、確認すると外注先への依頼が出ていなかったことが判った。
た。業務マニュアルでは未検査、未到着確認をするようなっているが、年末の慌しさから業務作業
の引継ぎが確実にできていなかった。
新聞を買いに他病棟へ。歩行時フラツキ・冷汗あり。転倒する。右側頭部を打撲。外傷なし。腫脹 患者の状態把握が不十分であった。
なし。VSも変化なし。患部に若干違和感訴えるのみ。自室へ移動し、安静臥床を促す。VS変動な
し。上記主治医に報告。経過観察との指示を受ける。
新聞紙を敷かずにストレッチャーに油をさしたら、油が床に飛び散ってしまい床が滑りやすくなって 患者がよく通る場所で油をさしていた。
しまった。滑りやすくなった床の所を患者さんが通って転倒をしてしまった。遠くから看護師さんの
「どうした？＞滑った？」と言う声が聞こえた。
深爪により出血
確認不足
深夜、テンポラリーペースメーカー挿入後、救急へ入院となる。その直後、患者が排尿を訴えたの 排尿中、そばに居なかったため。
で、主治医確認し、ポータブル便器をベッドサイドに設置、主治医とともに介助、ペースメーカーの
リードに注意してポータブル便器に移動した。その後、患者に排尿後、ペースメーカーの線がある
ので必ずナースコールするよう、スイッチを右手に持たせ、その場を離れた。約３、４分後、詰所の
モニターにペーシングフェラー出現。すぐに医師と共に訪室。患者はナースコールせず、自覚症状
なく、ベッドに移動していた。医師がペースメーカーを数センチ挿入するもフェラーおさまらず、心臓
カテーテル室へ搬送となる。
深夜、ベッドから転落していた。
ベッド柵があがっていなかった。患者が寝ぼけていた。
深夜、ベッドより転倒したと同室者より報告があった。独語が多く、不穏状態に陥っており、転倒を 日中は不穏などみられずに平然としていたが、夜間になって突如不穏状態に陥ったため対応が
繰り返していたとのこと。
遅れたものと思われる。
深夜、患者がベット横の備え付けのテーブルに乗り、床頭台上部の衣類を整理していた。夜間で
あることを話し、明るくなってからするように話す。不安定なテーブルに乗っての作業でとても危険
であった。
深夜、訪室したところベッドの下で動けなくなっていた。転落かどうかは不明
深夜0時の血糖測定の値で指示スケールでは、ノボリン持続点滴投与を減速するはずの指示が、
減速されていないことに気づく。
深夜０時交換の持続点滴のアミノフリードにビタメジンが入る予定であったが、入れずに患者に投
与されてしまった。またアミノフリード上層と下層に分かれており、混合すべきであったが、混合せ
ずに患者に投与された。次の日の日勤者が発見し、気付いた。
深夜１時５０分頃ＳＰＯ2がやや低下していたためＯ2マスクを確認するために訪室するとＮＧーＴを
抜去されているのを発見する。
深夜１時の内服薬を確認し忘れ（見落とした）内服させなかった。日勤の看護師が午前１０時の内
服を確認した際に１時の内服薬が残っていることに気がつき当直医師に報告し、内服させた。
深夜2:00に訪室すると、ベッドサイドに横たわっておられた。術後であり、DIVは抜去されていな
かったが、バルンは抜けていた。「おしっこしようと思って」と多弁に話される．24:00にマイスリー1
錠服用されている。
深夜２時ごろ、翌朝の点滴準備を行った。ＣＶの上層液と下層液を混合してからその他の注入薬
を混入する作業を一人で行っていた。確実に全て混合していたと思っていた。翌朝混合されていな
かったことを気づいた。薬液はネオパレンであった。
深夜２時の巡回時訪室するとすでにＩＶＨチューブが自己抜去されており、床に落ちていた。

改善策

夜間の不眠と早朝覚醒が多く、このような行動がよく見られる。
観察不足・設備上の問題点
指示を見落とした。結果と指示を照らし合わせ、指示を確認しなかった。

双方が最後まで責任を持ち、確認する事を徹底する。
看護師は落ち着いて行動し最後まで医師の行動を確認する。反対側の方に行き固定する。医師
は新任の医師に指導する。
経費節約のため未検査、未到着確認は、ＣＰ端末の画面上でのみ行っていたが、今後は台帳
チェックリストを作成印刷して、確認終了歴を残すこととした。
身体状況を素早く把握。危険予測できる場合はしっかり声をかけていく。
・患者のあまり通らない所、場所をよく考え行う。 ・先輩のする行動や、自分で気がついた点など
あったらすぐに聞いて対処したい。
ハサミの種類を選ぶ
患者に説明し、ナースコールも手渡ししていたので、患者側にも問題あり、看護師としては排尿
中、カーテンを閉め、その側で待機していればこのようなことは防げたと考える。

ベッド柵の確認。転倒・転落防止用のベッド柵の購入検討。
日中や自宅では正気であっても、入院で環境が変化すると、高齢患者は夜間せん妄が出現する
ため、注意が必要である。家族がしっかりしていると言っていても油断しないで、しっかりと転倒防
止に努めることとした。転倒防止用のベッド柵の早期取り付けが必要。頻回に訪室して、厳重に観
察していく。
テーブルの位置の変更、あるいは一時預かりとする。説明にも十分理解が得られない方なので頻
回の巡視を行う。
観察の徹底・ベッド柵の使用検討
測定値の変化の把握と投与量との関連が理解できるようにし、観察・ケアを行っていく。

点滴をセットする際、混注の薬品を処方箋を確認したつもりであったが、きちんと確認できてなかっ 処方箋を確認したつもりがきちんと確認してなかった。１人毎の注射準備の徹底。
た。またその日、本患者のアミノフリードと別の患者のアミノフリードと２つあり２つとも混合したと思
いこんでしまい、実際１つしかしてなかった。
観察不足
必要時抑制を考慮する。
看護師のうっかりミス。

必ず、各勤務交替ごとに内服薬を確認し、袋より取り出す。内服薬を声に出して必ず２人で確認を
する。内服の前後で中身を確認する。
頻回な訪室。

術後せん妄状態であった。
ダブルチェックを行っていない。他の受け持ちナースが急変してそちらにかかりきりなってしまっ
た。

点滴実施する際、開通確認してから行う。開通を忘れた時には必ず医師の指示を受ける。作業時
のダブルチェックの徹底。ネオパレンは開通しなかった場合、下室のみでも問題はなし。ただし上
室のみを輸液するとカリウム高値で危険。
０時頃にポータブルに降りて排泄しており、輸液は右側にあり。引っ張った恐れもある。腹満、腹痛 輸液は降りる側に持ってくること。又頻回の訪室により管理が必要であった。この後患者さまの不
あり。排便困難で輸液の事まで気をつけず、抜いたことは本人にわからなかった。患者の状態把 穏状態が露呈し家族に付き添ってもらうことになった。
握が不十分であった。
スペイサーをするという約束を守らなかった為、患者が動いて柵と柵の間に大腿部がはさまってい ベッド柵使用の際には必ずスペイサーを確実に装着する。理解力・認識力が低い患者様の場合、
た。
活動量が増えてきた頃より、うーご君、体幹抑制使用し転倒・転落の防止に努める。

深夜２時過ぎに見回りのため訪室すると、ベッド柵（前後）の間に体がはさまっており、足はベッド
の方へ出ていたところを発見した。ベッド柵の間にはスペイサーがされていず、柵に重なってい
た。自力の体動はあるが、積極的に動くことはなかった。Ｍａ挿入のため両上肢手袋＋抑制はして
いた。本人の苦痛確認するが、症状なく発赤・皮膚剥離・打撲の様子はなかった。
深夜2時頃､騒音がしたため駆けつけると、1週間前に未破裂脳動脈瘤のクリッピングオペをされた 朝より呂律障害が出現しており，MＲより狭窄が認められたため，監視下トイレ歩行可のオーダー 障害の有無や程度を把握し、観察すべきであった｡夜間帯のみでも､４点柵にすべきであった｡
患者が転倒しており､痙攣していた｡外科直･主治医に連絡し，ＣＴ施行し､様子観察となる｡
がでていた。準夜まではナースコールにて知らせがあり、看護師と共にトイレへ行っていたが､夜
間は、１人でトイレへ行こうとして転倒してしまった｡理解力も低下しており、２点柵しかしていなかっ
た｡
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具体的内容
深夜２時頃同室者からナースコールあり、訪室すると隣の患者が寝返りをうったときにベットから
転落したとのことだった。両サイドのベット柵は設置されてなかった。

背景・要因
改善策
消灯前に患者にも柵の設置の了解を得るべきであった。両サイドにしっかりベット柵を設置してい たとえ年齢が若かったり、身体的精神的にしっかりされている患者であっても夜間のベット柵の設
れば転落はあり得なかったことである。
置は統一したい。患者にとっては、夜間排泄時に移動するときに柵があると不便であるということ
で、患者独自で取り外してしまうことがあったとしても、しっかり本人に説明することも大切である。

深夜４時に自分でカモードへ降りようとした時に、布団にくるまっていたためにうまく起き上がれず 注意不足、ベッド柵の形状が悪い、夜間の照明が暗く、フットライトがない。
充分な立位のできない患者には、トイレ移動時は必ずナースコールをするように説明する。ラウン
布団とともに転落した。その後ナースコールがあり、発見する。
ド時は布団の状態を観察するようにする。
深夜５：３０、点滴ミキシング中、ボーッとしており他Ｎｓと話をしており、他の患者の内容物を注入し 深夜帯で集中力に欠けた。処置中に会話をしていた。
処置中話をしない
てしまった。他のＮｓに指摘され気付く。
深夜Nsより、眠前に使用しているはずのロヒプノール1Aが残っていると報告をうける。確認すると、 頓用のものと眠前にいくものとが同じボックスに入っていたこと。点滴調剤時、Nsコールあり急いで 頓用のものと時間で施行するものは別々のボックスにわけてセットしておく。急いでいるときでも、
眠前に生食100ml+セレネース1A+ロヒプノール1Aを点滴静注予定であったが、ロヒプノール1Aで おり、他へ気をとられていたこと。アンプルを一旦全てボックスから取り出しならべたが、その際ア 与薬時や調剤時には一呼吸おき、他へ気を取られないようにし、慎重に行う。どんなときでも、目
はなく頓用のノバミン1Aを混注していたことがわかる。施行後から約６時間が経過していたが、患 ンプルがたおれてしまった。その後、アンプルを吸い上げるも確認せずに混注してしまったこと。 で見て、指差し、声だし確認をする。
者に変化はなく、Dr報告するも症状なければ様子見でよいと指示を受ける。
深夜から日勤への申し送りの際、カートの中にあるパンスポリンの実施時間が指示表では深夜1 指示表の投与時間1時の上にチェックがしてあったが、その下の名前は明記後消してあった。しか 指示表をよく見て確認し、薬品と照らし合わせていく。
時となっていることに気付く。実施できてないことをすぐに麻酔科Drに報告し9時に投与となる。
し時間のところにチェックがしてあったため気付かず投与されたものと思っていた。準夜との薬品
のダブルチェックをした時に確認したか覚えてない。
深夜で１日分の配薬をし忘れた。その為内服の時間がずれてしまった。
セットされている薬の確認とカルテの確認を忘れた。
カルテと配薬車の薬のチエックを忘れない
深夜で朝の点滴作成中、当患者にラシックス２本指示のところ、１本しか準備しなかった。夕方、朝 初歩的なミスである。
基本的な確認を行うことが出来ていない。
のラシックス１本が残っているのに気付き、発覚した。主治医報告、浮腫軽減していたので翌日よ
り１本減量となった。患者に異常はなかった。
深夜でカルテ整理をしている時に、本人に渡っていると思ってた内服薬を発見した。カルテの内服 日勤帯で薬がきているかどうかの確認ができていなかった。準夜の担当看護師に薬が病棟にあ カルテの記載をする際にもう一度カルテを見直し、漏れがないか確認するべきであった。
指示書には内服した印が記載されていたため、準夜の担当看護師に連絡をとったところ、渡して がってきているかどうかの報告ができていなかった。カーデックスに記載がなかった。
いないとの返事があった。
深夜でケモの点滴を拾うのは初めてだったが他のNSに最終確認を依頼せずに行なった。ラステッ 日勤でする予定を深夜ですることになったこと（煩雑な時間帯なことを指示を受けた者がＤｒに返せ この件についてカンファレンスを行ない共有していく。初めての処置、ケアに入る時ＢＡＣＫ体制に
トの中にルートとフィルターが入っていたが疑問を持たずにそのまま準備した。８時からパクリタキ ていたか）。初めてのケモを最後までまわりの協力、チェックがなく曖昧な確認の仕方になった。 ついて見直す。Ｄｒとの話し合い。 ケモ手順の確認。
セルを行く為、用量の計算があっているか他のNSに確認し混注したが、Dｒが来てもまだ準備が出
来ておらず慌てて一人で普通の輸液セットをつなぎ、フィルターを使用せずに患者に施行した。
深夜でリーダーから処置の依頼をフリーが受けていた。フリー業務の当事者が、朝前のインシュリ ・主治医から患者に、血糖降下剤とインシュリンを併用しながら、インシュリンを減量していくとの説
ンの準備をしていた。７：３０患者が処置室に来なかったため、施注していなかった。フリーは配膳 明を受けていたが、患者がインシュリンなしと受け止めていた。また、看護師からの説明が不足し
や他の業務をしていたため、早く来た日勤業務者が、他の患者のインシュリンを施行していた。こ ていた。・リーダーからフリー業務看護師に処置を依頼する際、インシュリン使用するが、内服も開
の患者のインシュリンをしていないことに、食後深夜リーダーが気づき、患者に問い合わせると、 始になることなど詳しい情報を説明していなかった。看護師間の連携不足。 ・フリー業務者が、処
「今朝から血糖降下剤の内服が始まったので、インシュリンはないと思っていた。」ということで、イ 置済みの有無を確認していなかった。・配膳やその他の処置で忙しく、気をとられていた。・主治医
ンシュリン施注に来なかったと話した。血糖は問題なく、患者には影響なかった。
が、口頭指示で指示簿に記載していなかった。
深夜で昼・夕食後内服しているグラマリールが1錠不足しているのが発見される。準夜で配薬実施 確認不足
したが、配薬時残数確認をしていなかった。患者の状態に変化はなかった。医師に報告し、様子
観察となる。
深夜で朝の採血のワークシートを印刷し、検体スピッツの確認をした。追加で指示が出ていた為、 ラベルを見たときに、耳血だと思い込んでしまっていた。十分な確認ができていなかった。
ラベルを出し、スピッツを作った。朝採血前に、再度確認した他看護師がラベルは生化学なのにス
ピッツが耳血であり間違っている事に気づいた。実施前に気づいた為、正しいスピッツに変えるこ
とができた。
深夜で朝の分を薬を出したと思っていたが、準夜勤務者が夕分の内服がないことに気づいた。朝 内服をお膳にのせるときに確認できていなかったため、間違いに気づかなかった。内服を出したと
分が残っおり、朝・夕の内服が間違えていることに気づいた。
きにその勤務時の内服であるか確認できていなかった。
深夜で朝の薬の確認をしていた。与薬箱に、朝後薬のうち、ペルマックス４錠が入っていなかっ
処方箋を確実に単位まで読んでいない。チームが変わったところだった。以前のチームは全員経
た。準夜勤務者に相談すると、別の患者も服用しているということで、その患者から借りることにし 管栄養で注入していたため、薬もまさいばかりだった。ペルマックス服用している患者もいなかっ
た。その患者からペルマックス４錠かりて、朝後に与薬した。日勤リーダに、借りたことを申し送っ た。ペルマックス錠（50）と（250)あることを、知らなかった。準夜勤務者は、ペルマックス錠（50）も
た。日勤リーダは、翌日の深夜で、朝後薬を確認しているときに、与薬しないといけないのは、ペ （250）も与薬したことがあったが、（50）と（250）があることを認識していなかった。他患者から借り
ルマックス（50）４錠で、他患者が服薬しているのは、ペルマックス（250）で、他にペルマックス錠を た薬をダブルチェックしていなかった。安易に他患者から借りた。
服薬している患者はなく、患者にペルマックス（250）４錠借りて与薬したことに気付いた。
深夜で朝の薬を準備するときに、前日の夕の薬が残っていることに気づいた、0時30分に患者に 追加処方があり、薬の袋が複数になっていた。薬の準備をする時に声を出して確認を怠った。
服用してもらう。
深夜で朝食時の内服薬を準備したが当患者のみ準備せず内服袋に残っていた。次の日の深夜勤 内服準備後に全部出してから再確認しなかった。又救急入院があり準備したものが配膳及び食
務者が気づいたため、飲まなかった。
事介助にかかわることができなかったので気づくことができなかった。
深夜で点滴を準備する際に10時と18時の点滴を取り違って準備していた。夕の点滴を準備する際 処方箋と現物を確認したと思っていたが出来ていなかった。
に点滴が入れ違って施注していることが分かった。
深夜で同室者の採血をしている時に、患者より「採血があると言われたんだけど」と声をかけられ 前日の１６時以降に医師が指示した。準夜の始めに採血一覧表をプリントアウトしたため、患者の
る。カルテを確認すると採血項目に済みと書かれていたため、採血はないと判断した。その後、医 名前が記載されていない。準夜の始めの他に採血一覧をチェックするシステムがなかった。
師より採血したかどうかの確認の電話があり、カルテを再度確認すると指示録の端に採血の指示
が記載されていた。準夜でプリントアウトする採血一覧表には、患者の名前が載っていなかった。
ラベルの確認用シートも採血トレイに入っていなかった。ワークシートと月間予定表には採血と記
載されていた。
深夜で内服を準備の際、プレドニン朝２錠昼２錠夕１錠与薬中のものが切れるはずなのに３錠多 与薬忘れ
いことに気付く
深夜で入院の患者、エアマットは入っていたが電源が入ってなかった。
確認不足
深夜で与薬準備中与薬ケースにホクナリンテープが残っているのを発見。患者に貼ってあるテー 与薬ケースの残薬を確認しなかった。ホクナリンテープは０．５ｍｇの場合１ｍｇを半分に切って使
プの日付が前日のため6時間遅れで貼用する。
用していたため小さく見落としやすかった。
深夜トイレをすませ介助して病室へもどる。その後10分程して同室者からのコールで訪室すると、 危険性の予測が甘かった。夜間の睡眠を促す手段が検討されていなかった。夜間2人の看護師
ベッドサイドに仰臥位で倒れている患者を発見した。頭部に割創認め、医師により洗浄･縫合され が勤務しており観察が十分出来ない。
る。その後患者の一般状態に変化なし。
深夜ナースが９時の与薬時にオキシコンチンが無いことに気付いた。２１時にオキシコンチン１錠 準夜の麻薬点検の際、オキシコンチンの数が確認出来なかった
与薬する所を２錠与薬していたことが後でわかった
深夜にベッドより転落しているところを、巡回したナースが発見した。ベッド柵は下ろされており、本 痴呆患者の整形外科手術後に不穏症状が出現していたため、監視を強化し、不穏時の指示を確
人にどうしたのか尋ねると、「お参りにいっていました。」と意味不明なことを言っている状況。
認・実行すべきであったが、実行されていなかった。
深夜に交代後まもなくコップを持ち看護室訪室。不眠時かと聞くとハイとあるため不眠時薬を服用 記録の確認を怠って服用させた
させる。記録する際２２時に服用していたことに気付く。
深夜に来て薬の準備をしていたところ 本人が詰所に来て安定剤が欲しいと言われ、準夜の看護 準夜看護師の確認ミス
師が不在だったため安定剤は飲んでいないと思い込み、指示分のグッドミンを渡した。準夜で同錠
剤を内服していた。
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・主治医には、指示はわかりやすく記載してもらう。・処置・注射など済んだか再確認を徹底する。・
深夜の業務となっている為、日勤看護師が施行した場合きちんと申し送りをする必要があったが、
怠っていた。また、日勤看護師は時間外である為、責任の所在から必ず深夜看護師にすぐに声を
掛け、深夜看護師が施注するように指導した。
配薬時は必ず自分の責任で残数確認行う。
ラベルを出して検体スピッツを作る時は、ラベル、ワークシートを十分に確認して用意する。

確認は、薬を出すとき与薬する時に必ず行なっていく。バッドに出したときにもう一度勤務者の内
服であるか確認する。
処方箋を確実に声だし確認する。ダブルチェックを確実にする。 ペルマックス（50）と（250）あるこ
とを、スタッフ全員認識するようにした。

声に出して確認していく、追加分は別袋で置いておく。
内服を準備した後、配るときに確認を必ず行なう。忙しくても食後にもう一度内服をしたか患者のと
ころへ確認に行く。
準備する際に処方箋と現物を3回確認する。患者に施注する前にも処方箋と照らし合わせる。
採血はパソコン画面で確認する。医師に１６時以降の採血は看護師へ声をかけるように依頼し
た。準夜の終わりの最期に採血一覧表をプリントアウトする。

内服薬準備時手渡し時十分確認して与薬する。確実に服用されるよう看護師が口の中に入れて
服用させる。服用袋に与薬者のチェック印を押し確実に与薬する。
確認
ホクナリンテープ０．５ｍｇ、１ｍｇ、２ｍｇの規格を採用する。与薬カードと照合して貼用する。与薬
ケースの残薬の確認を必ずする。
夜間睡眠剤の投与をする。頻回に訪室する。
処方箋と薬量時間、何錠かを慎重に正確にダブルチェックを行い与薬する
ベッド柵の部分にオーバー・テーブルを置いてベッド柵を自分で下ろせないように工夫した。痴呆
患者の転落事故対策は難しいため、今後の検討課題であることを再認識した。
臨時薬服用ノート、フローシートを確認してから服用させる
準夜看護師確認の上で与薬もしくは、準夜勤務者に伝える。思い込みで物事を判断しない。
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具体的内容
深夜のフリーで朝から採血する時、検査室からきたスピッツ立てからＢ氏のスピッツを持っていき
採血を行った。その時Ａ氏のクロスマッチ用スピッツ2本も誤って一緒に持っていき、Ｂ氏の採血を
行った。本人に名乗ってもらいリストバンドでの確認もしたが、スピッツの名前確認はしていなかっ
た。（Ａ氏のスピッツでＢ氏から採血した。患者間違い）
深夜の看護師が患者の母親に、ホクナリンテープ５ｍｇを夕方の指示であったが、朝のうちに渡し
たので母親がすぐに貼ってしまった。準夜の看護師も、朝使用したことに気づかないまま、夕方に
渡してしまい、その後の伝票チェックで１日２回使用していたことがわかった。
深夜の看護師が朝食前の内服を準備中に夕食前のファスティック９０ｍｇ１錠が残っているのに気
付いた。血糖の変動はなかった。
深夜の勤務時に薬袋より薬を出し忘れ、日勤者が朝の分が薬袋に残っていることに気づく。

スピッツの名前の確認不足。

背景・要因

改善策
採血を行う前後は、患者確認と同時にスピッツの名前確認も必ず行う。

伝票の確認不足。連携不備。

家族と伝票をみながらダブルチェックする。貼用後の確認をする。

準夜の看護師が薬剤の確認するページを見なかった。準夜の与薬担当者が決まっていない（忙し 薬のページを確認する。準夜の与薬担当者をチームの担当者と決めた。
さをお互いでカバーするシステムだった）。
再度、確認したがきちんと確認できていなかった。透明袋よりすべての薬袋を出し1つずつ出すと 内服を入れる透明袋がくっついていたり、薬袋も重なって見落とす場合があるので2度3度一から
いう基準を行なえていなかった。
確認する必要がある。透明袋からすべての薬袋を出しそこから朝昼夕を確認し薬をだす。
深夜の最終ラウンド時は残っていた硬膜外カテーテルが、すぐ後の医師回診の際抜けてしまって 患者自身の注意力不足と看護師の説明不足
訪室毎の観察と注意点の説明
いた。医師が発見されそのまま終了となった。
深夜の始業時点検時、麻薬入りの硬膜外チューブ（インフューザー）のラインがねじれ、屈曲して 前勤務時間に硬膜外チューブの注入状況の確認をしていたか不明。ラインの確認不足。
各勤務、始業時・終了時、水分出納時には必ず硬膜外チューブの注入状況を確認する。
おり、約12時間の間に本来２４ｍｌ注入されているものが、約２ｍｌしか注入されていなかったのを発
見。ねじれ・屈曲を直した後は薬剤が注入されているのを確認できた。
深夜の巡回にて訪室すると床に布団を巻きつけ寝ているところを発見。起きてみようと思ってずる 当日入院でもあり、患者の行動等がきちんと理解できなかった。 事故発生前入院時より傾眠傾 前もって緩和マットを利用しておく
ずると下に降りたらしい。外傷なし、血圧１２６／２６、ベッド上にあがってもまたすぐ入眠される。ＤＩ 向であったこともあり、事故が起こる予測をしておくべきであった。
Ｖ自己抜去。当直医コール診察後状態観察でよいということ。
深夜の巡視で点滴の確認をしたらテープ固定がはずれ、点滴刺入部から留置針が抜けていた。 点滴刺入部観察不足。自力で四肢を動かすことができないため、自己抜針することは無いだろう 刺入部の観察時に点滴漏れだけではなくテープ固定もきちんと確認する。今回のような患者でも
主治医の報告し抜針のままで可となった。
と思い込んでいた。
自己抜針の恐れがあることを自覚しておく。
深夜の巡視中呼んでいる声がするので、駆けつけると尿カテ留置中でウロバックはベットに固定さ 夜間はいつも不穏状態で午前０時にマイスリー服用していたため転落したと思われる。
ベット柵を４本にした。抑制同意書は事前に家族より得ていたため、一時的に抑制する。
れたまま、全額部に擦過症・出血があった。転落されたかは本人も判らない。
深夜の途中から転室してきた児を受け持つこととなった。NGチューブ７日目を示す数字を日齢と勘 ・確認不足であった。カーデックスでも日齢の確認を行うべきであった。・情報収集不足であった。 ・確認は板やカーデックスなどで確実に行う。薬剤の過剰投与によって児にどのような影響が及ぼ
違いしてしまい処置板にｋ２投与を記入してしまった。日勤の勤務者によって間違いは事前に発見 多忙なときの転室であったが最低限の情報収集を行うべきであった。
されるか考え確実に確認を行う。・日齢など新生児を受け持つうえで必要な情報はどんなに忙しい
され与薬には至らなかった。
状況であっても丁寧に実施していく。
深夜フリー業務で朝、夕の点滴を作製しようとした際、準夜フリーの人が気を利かせて作ってくれ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
他のNｓが準備したものでも、自分の業務のものは責任を持って確認。
ていた。念のために確認すると、Ａ室ＡさんとＢ室Ｂさんがいるが、Ａ室ＢさんとＤＩＶにマジックで書
かれているのを発見した。ＤＩＶミキシング前の確認だったので、名前を書き直した。
深夜よりリーダーに９時本人希望ありロルフェナミン１錠与薬したと申送りあり。受け持ちに伝える 情報の伝達、連携と情報共有の有り方
自己で痛み時の薬管理の出来ない人、また、訴えの多い人、何度も薬を希望される人は、与薬時
のを忘れており１１時に報告すると、日勤の受け持ちが本人希望にて１０時３０分にロルフェナミン
間を直ぐ伝え受け持ちが把握できるようにすべき
１錠与薬していた。次の指示は座薬であり与薬の間の時間短かかったため主治医に報告する
深夜患者がイレウスチューブを自己抜去し、バルーンが入った状態で廊下を徘徊し、他病室へ入 不穏患者に対する患者観察の問題点。
入院間もない不穏状況の患者の見守り強化。
室。不穏状況につきナース室で観察。
深夜看護師がＡ氏の点滴を準備した際、5%ブドウ糖500ml+ペプシド140mgと生食500ml+プラトシン 看護師が抗癌剤を準備したこと。十分確認をしていないこと。研修医が一人で溶解したこと。ダブ 抗癌剤のミキシングは薬剤科で無菌調剤を行うことを依頼。示唆呼称しラベルの貼布をする。深
40mgのラベルを貼布し間違え、研修医が気付かず5%ブドウ糖500mlにプラトシン140mgを、生食 ルチェックの機構がないこと。
夜のダブルチェックをする。
500mlにペプシド40mgを混注してしまった。施注前に医師が確認したところ、指示とは逆に混注し
てあることに気付いた。ペプシドは生食に混注しても問題ないが、プラトシンは生食でなければな
らないとのことで5%ブドウ糖500ml+プラトシンは破棄し、生食500ml+プラトシン140mg、生食500ml+
ペプシド40mgを患者に施注する。
深夜看護師が検査や伝票を確認している時に、翌日検査予定の患者の前処置が施行されていな スタッフ間連携不備。 患者情報不足。
患者情報の申し送りの徹底。
い事に気づいた。日勤から準夜の看護師への申し送りもなく、検査の伝票も見落としていた。
深夜看護師が退院時に手渡す内服薬をを準備し、日勤の受け持ち看護師が退院時に手渡したと ・準備者の患者名と内容の確認不足 ・手渡した受け持ち看護師の確認不足
・与薬時のマニュアル遵守 ・準備と実施は同一者に徹底
ころ、自宅についてから家族より、患者名の違う睡眠剤が入っていると電話連絡があった。
深夜看護師は9:00にｱﾝﾓﾆｱ採血を患者に説明していた。12:00頃、日勤看護師は「まだ、採血して 深夜看護師が9:00の採血をする業務手順になっている。疲労困憊で改善必要。採血時の確認の 採血時は、検体ﾗﾍﾞﾙ・患者名確認の基本を守る。9:00の採血は日勤看護師でする。
ない」と言われ、深夜看護師に確認後、患者間違いに気づいた。２名の患者に説明・謝罪した。
基本（検体ﾗﾍﾞﾙ・患者名）が守れてない。
深夜業務で本日午前１０時よりアクプラ抗癌剤治療開始の患者の留置を医師にしてもらい、化学 滴下数が患者の動作により変動することを予測しなかった。患者にも説明をせず、点滴確認もして 点滴に関することは、滴数だけでなく、部位や患者のその時の状態を踏まえて調節、あるいは確
療法前の点滴（ソリタＴ３、ホスミシン２本）を８時から開始した。患者は朝食中で、部屋のソファに いなかった。
認チェックをする等、本人だけでなくチーム全体で統一するようにした。
かけており、その状態で右手背に留置を取ってもらい、点滴内容を２時間で投与する指示であった
ため、毎分６２滴で滴下を合わせた。３０秒間、滴下を確認した。患者が主治医の診察を受けるた
め診察室へ行き、帰室後、８時５０分点滴確認のため訪室したところ、点滴は既に空になっている
のに気付いた。主治医に報告し、指示によりソリタＴ３を１０時まで投与、残りは破棄し、１０時から
アクプラの化学療法を開始することとなった。患者に異常はなかった。
深夜勤者より「輸血あります。伝票も」との申し送り受けた。交叉試験用採血も済んでいたので、後 申し送りで思い込みカルテを確認しなかったことが原因でした。
申し送りでも必ず自分の目でカルテを確認する事
は輸血するだけと思う。交叉もでき血液を常温に戻し輸血開始する。回診にて科長より輸血の有
無を聞かれ、申し送りで輸血の指示があったと話す。輸血は必要でなかった。回診後カルテを確
認すると輸血を準備して下さいとの医師の指示でした。
深夜勤帯で次の日の処方切れ確認時、次回処方ありの処方箋みつける。早もらい用Box確認す 処方箋の確認不足。
まぎらわしい処方（投薬ミスの可能性のありそうな）は処方し直してもらう。早もらいBoxの確認をす
ると昨夕からの薬袋があり本人の準自己薬Box確認し過少与薬に気づく。
る。処方箋を重ね、下の処方箋が隠れてしまわないようにする。
深夜勤帯の水分出納の計算を間違えて不必要な輸液の負荷をした。次勤務者が計算間違いにき 確認不足。
計算のＷチェック。縦計算だけでなく、横計算も行う。
づいて輸液を中止した。患者に影響はなかった。
深夜勤入りだったので翌朝の注入者の内服薬を与薬車から出して準備していた。当該患者の1週 定期薬セット時に間違えたと思われる。
複数の薬包をホッチキスでとめた後、与薬車にセットする前にもう一度間違いがないかチェックす
間分の定期薬が1種類だけ朝と夕が逆にセットされていた。誤ってセットされていた薬は朝も夕も
るようにする。
同量で実害はなかった。
深夜勤務が終わり記録室にいたところへ当直医が薬局より薬剤を持ってきた。記録室には私しか ・医師と看護師の連携不足 ・看護師の伝達エラー
・医師と看護師の連携 ・看護師間の連携
いなかったため受け取り処置室に置いたが、日勤看護師に伝達せずに帰宅したところ昼過ぎに気
が付いた。日勤が確認すると保冷保存の薬剤も混じっていたため廃棄処分となってしまった。
深夜勤務で２３日の朝食後の内服をセットしようとしたところ、同じ患者様で同じ薬をだぶって監視 ケアレスミス（時間外の仕事だったと思われる。）
薬として作成していたのを発見。２２日の日勤がだぶって作ったものと思われる。経口も状態的に
難しかったので内服を一時とめとした。
深夜勤務で検査の確認をしていたところ、蓄尿検査がある事が分かり、蓄尿がされているかどうか 確認不足、ルールを守らなかった。（昼１２時には翌日の検査一覧を出力し、蓄尿が必要な患者
を確認したところ蓄尿が実施されていなかった。医師に報告し翌日にオーダーを変更して頂いた。 様の蓄尿を開始する。）

確認を充分行う。

深夜勤務で採血業務を行った 一人の患者の採血を行った その後、他の患者から「採血はまだ 病室は異なるが同姓の患者であった。ﾏﾆｭｱﾙにある患者確認方法を怠った。
か」と聞かれ、同姓の予定にない患者の採血を行ったことに気づいた。同じチームに同姓の患者
が２人入院していた。実施時、氏名の確認を行わなかった

検査実施時は、患者の確認をフルネームで行う。患者に氏名が記載された採血管を見て確認して
もらう。
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ルールを守る。ルールを徹底する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
深夜勤務で出勤後、情報収集をしていたところ患者の部屋より大きな物音と「看護婦さん」と患者 患者は毎晩眠前に、眠剤内服しており、当日もマイスリー(1０)１Ｔを内服されていた。また、近日低 頻回訪室し、患者の状態把握、転倒・転落注意していく。また、血糖変動による手足の痺れや震え
本人の呼ぶ声が聞こえた。部屋に訪室すると、患者が同室患者のベッドサイドで右側臥位でかが 血糖の為か手足に震え、及び痺れあり。入院時より転倒・転落の危険性あり。入院以後、転倒・転 が持続している為、血糖変動やそれに伴う症状の把握をしていく必要あり。特に夜間や朝方には
むようにして倒れているところを発見。患者の話によると、ベッドサイドに設置してあるポータブルト 落無く経過しており、状態回復に伴って棟内でのリハビリも進めているところであり、ＡＤＬ拡大の 眠剤も内服しているため、ふらつきが強くなる事が考えられ、必要時には患者に声を掛けて、ポー
イレに移動しようとしたところ、後ろ向きのままふらつき、そのまま数歩下がったところで転倒したと 時期であった。転倒時にはふらつき強く、ベッドに戻る際にも看護師の介助が必要な程度であっ タブルトイレ移動時、洗面時などには、ナースコールで看護師に介助及び見守りをしてもらうように
の事。右手をついて転倒したため、頭部の打撲は無かったとのこと。また、右手手掌、右肩共に疼 た。
説明する必要あり。
痛、腫脹、発赤、創傷なし。バイタル変動無し。その後、主治医に報告、そのまま経過観察し、状態
変動あれば報告して下さいとのこと。患者には、次回よりポータブルトイレ移動時にはナースコー
ルにて看護師を呼び、看護婦の介助および見守りの下ポータブルトイレ移動していただくように説
明した。
深夜勤務で朝の内服一部袋から出し忘れた。
朝の内服準備中に、他の業務を手伝ったが目印をつけ訪室した、その後申し送りになり後で確認 再確認する必要があった。
しようと思っていたが忘れてしまった。
深夜勤務で朝食後薬を配薬していた時、指示された内服期間と薬剤の残り数が合わないことに気 日勤との交代直前に配薬しているため、煩雑で、他の事に気をとられていた可能性あり。他患者 内服薬管理手順検討中。
付いた。抗生物質であり、感染のリスク状態を招く可能性あり。
の薬袋と一緒に保管しているため気付かなかった。与薬時間帯の記載が分かりにくかった。
深夜勤務で朝相手チームの患者に急変が起り、相手チームの患者から早く薬をくださいとの訴え 思い込み、慌てていた、確認不足
確与時は箱ごと患者のもとへもっていき、名前を確認（患者にも）した後内服してもらうということを
あり、違う患者の箱から薬を取り出し、本人のところへもっていき、ナースステーションに戻ってくる
どんな時でも確実に行っていくようにする
途中で気付く、患者は内服していなかった
深夜勤務で投薬カゴに入っている患者の内服袋よりアサの内服を出していなかったため、アサの 内服準備をするとき、与薬忘れをしないよう十分気を付けて取り出したのですが抜けていた。
確認を基本どおり行なう。
内服が与薬されなかった。
深夜勤務で当日の点滴のチェックをしていたところ、薬局からセットされてきた点滴のラベル記載 薬局での業務過剰かもしれない。
薬剤師のダブルチェックと看護師によるダブルチェックで未然に防ぐ。
の指示量と実際の点滴の量が違ってセットされてきた。200mlの指示であったが、500mlがセットさ
れてきた。
深夜勤務で薬の整理をしている時配薬中の患者さまであり、１４日で終わるはずの内服が２包
処方箋確認不足
各勤務でしっかりと配薬する
残っているのを発見
深夜勤務で薬配ケースに準備されていた薬の与薬を忘れた。日勤者が残薬を発見
処方箋の確認不足
確実に処方箋を点検する
深夜勤務において指示書と指示シートの確認不足のため緊急検査の指示を見落とし採血を行わ 確認不足（電話にて指示を受けたにもかかわらず、その後の確認を行わなかった為に起きた。） 指示シートをしっかり確認する。 指示されたことは忘れないようにその時点で採血管などの準備
なかった。朝、申し送り時に指示シートの確認を行ったが、その時も見落としてしまった。その後、１
をする。
４時に他看護師が検査ラベルを出力した時に、この患者様のラベルも出てきたため検査未実施に
気付いた。
深夜勤務に入る前の指示シート確認の時は２時に血糖検査があることを確認したがその後忘れ 確認不足
時間で行う処置はタイマーなどを使用し忘れないようにする。 時間毎に指示シートを確認し実施
てしまい６時３０分頃に気付き行った。
忘れがないことを確認する。
深夜勤務のラウンドにて訪室したところ、IVHを自己抜去していた。以前にも自己抜去したことがあ 抑制の手段が不十分。抑制についての基準・方法が明確でない。
カンファランスによる実施・方法の選択の決定。身体抑制についての基準を作成。まだ実施には
るので、左麻痺にて右手にミトンによる抑制帯を実施。しかし、自分でミトンをはずし自己抜去して
至っていない。
いた。「抜いちゃいけないとわかっていたんだけど抜いちゃったの」と患者様より。PNツイン3号終
了間際だったので医師へ報告、KNMGを実施した。患者様に変化はなかった。
深夜勤務の際、朝の採血一覧表と準備されて検体を照合し確認した。その際指示では赤（生化
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・リーダー、フリー業務者の2名で確認の監査をし合う。
学）と黒（凝固系）の指示であったが、赤と紺（CBC)が準備されているのに気がつかず、採血した。
検査室より連絡があり間違いに気づいた。
深夜勤務の内服印がなく、朝の時点で１Ｔ余っていた。
薬袋に印を押し忘れたため、内服が確認できなかった。
薬をセットする時に確実に印を押すようにする徹底。
深夜勤務時間帯に発熱患者の採血・胸部レントゲン撮影の指示が出た。同姓で別の患者のエン エンボスカードを姓のみで見つけ、名前の確認をしなかった。同室に同姓患者がいることは承知し エンボスカードの姓名を声に出して確認してから刻印する。カードラックからカードを出すとき・刻印
ボスカードをそれぞれの検査伝票に刻印した。指示の出た患者の採血を行ったが、他の同職種者 ていたが、姓だけで本人のカードだと思い込み姓名を確認しなかった。
前・刻印後に姓名を確認する。
に指摘されるまでエンボスカードの押し間違いに気づかなかった。
深夜勤務者が８：００のミルクを注入した。３０分後に日勤の担当看護師が訪床したところＮＧーＴ 観察不足、チューブの固定方法が悪かった。（チューブに指が入るくらいの隙間が出来た）
チューブを固定する時は指が入らないように隙間を作らない。 腹臥位などにして、手がチューブ
が抜去されているのを発見した。嘔吐なし。固定テープは残っていた。
に届かないように工夫する。
深夜勤務者からの申し送りを受け患者様のところに訪床すると末梢静脈ラインが自己抜去されて 観察不足
ラインの抜去動作が無くても注意して観察する。すぐに抜けないように固定をしっかり行う。
いた。
深夜勤務者が医師の経過録を見て本日ケモ予定であることを発見した。深夜勤務者が当日の担 １、オーダーを入力した場合に外来・入院の区別があり、外来（入院登録前に）でオーダーされたも １、外来（入院登録前に）でオーダーされたものが病棟には反映されないしくみを換えられないか、
当看護師に伝達。担当看護師は注射の確認をしようとしたが、注射ワークシートにケモの指示は のが病棟には反映されない ２、入院患者については、入院登録後にオーダーを入力する事に
システム・薬剤部・医師・看護師などを含めて検討 ２、入院患者については、入院登録後にオー
なく、注射薬も病棟に届いてなかった。差分出力で最新の注射ワークシートを出力しても、個人用 なっているが今回は、登録前にオーダーがされていた
ダーを入力する事を徹底
のワークシートを出力してもケモの指示は印字されなかった。電子カルテ上のオーダー履歴は、本
日の日付で薬剤の払い出しもすんでいる状況。薬剤部・システムに問い合わせた結果入院登録
前に注射オーダーされていたため、外来処方として処理されていた事が分かった。
深夜勤務者が最初のラウンドで酸素の流出状況を確認したところ、流量計と加湿器の緩みから必 勤務開始時、巡回時にラインの確認を怠った。
勤務開始時及び巡回時にはラインの確認を怠らない。
要量の酸素が吸入できていなかった事を発見し、前勤務者の私に指摘があった。
深夜勤務者が朝食後に与薬するクラビットの与薬忘れ。日勤者が投与忘れを発見。
処方箋の確認不足
確認を確実に行なう
深夜勤務帯で採血時、採血するべき患者を間違え違う患者の血液を採血してしまった。医師が前 検査室でデーター入力の際、異常に気がつた時に医師、看護師にその場で伝達していただけれ 検査室で、前回と大きく異なる値や異常値は、その場で看護師、医師へ確認の連絡を早急に入れ
回採血データーとあまりに違うため気がつき、検査室へ問い合わせあり、検査室から病棟へ確認 ば間違いにもっと早く気がつくことができた。
ることを徹底してもらう。
依頼が来た。当事者に確認したところ、他の患者の採血をしてしまったことが判明。患者に影響は
なかった。
深夜勤務帯で翌朝の内服薬を準備しようとしたところ内服を 入れるケースの中に前日夕方の内 患者様の他の内服薬（カリメイト）に気をとられ1包を取り残した こと。
再確認（3度確認すること）の徹底を実施する。
服薬が残っていることを発見 したこと。
深夜勤務中（午前８時）、看護師Ａが患者Ａ様に、他患者Ｂ様の抗生剤をつなぎ使用してしまった。 間違えた患者様は２人とも前日入院の患者様であり、Ａ様は前日自分の受け持ちであった為、抗 入院から日が浅く、関わりの少ない患者様には特に注意を払って、患者様のベッドネームと薬剤
1時間後Ａ様に投与する抗生剤の指示があり、日勤担当看護師が訪室したところ他患の抗生剤が 生剤を使用している印象が強く残っており、Ａ様の抗生剤であると思い込んで患者確認を怠ってし に貼付した患者名ラベルを声だし確認する。 日勤者が出勤すると無意識に安堵感を覚えてしまう
つながっていることを発見し、看護師Ａに報告。すぐに患者様の状態観察を行ったが血圧低下、冷 まった。Ｂ様の抗生剤の指示は１日４回であり、深夜勤務では２時と８時であった。２時の抗生剤 が、勤務終了時まで気を抜かずに緊張感を持って業務に従事するよう心がける。
汗、頻拍などのショック症状は見られなかった。直後に主治医に報告し、この患者様が今回誤って は正しくＢ様に使用したが、抗生剤をつないで申し送りの準備をしなくてはならないと考え、慌てて
使用した抗生剤を以前使用しておりアレルギー反応は出現しないことがわかる。主治医の指示も 点滴をつないでしまった。
経過観察であった。とはいえ、薬剤反応によっては重大な状態変化をきたす可能性のあるインシ
デントであった為、要因、原因をよく考え、今後の再発に努める。
深夜勤務中、患児のＳＰＯ２監視アラームが鳴り、訪室。吸引、オムツ交換、更衣後、胃ろうチュー 緊急を要する処置ではないのに、慌ててしまい、確認を怠った。解剖学的に長すぎると思ったが、 看護手順の原則に従うこと。不審に思った時は、確認をするべき。看護師本人の意識の問題であ
ブを抜去していることに気付き、新しいチューブを挿入。しかし、前挿入チューブに挿入部に目印 そのままにした。
り、再教育すべきである。
がついているとのことだったが、見つからず、新しいチューブを長く入れすぎた。他看護師が体外
に出ているチューブが短いことに気付き、チューブを交換した。主治医報告、胃洗浄、点滴施行し
た。胃内出血なし。胃ろう注入再開した。
深夜勤務中、体位変換、おむつ交換、寝具の交換、などを行いながらスケール表を持って7時の インスリンの指示が「201mg/dl以上」のことが多く、思い込みで行動したこと
血糖値がいくつであっても、インスリンは必要ないと思ってもダブルチェックする必要があった
血糖測定に回った。患者の血糖値は165mg/ｄｌだった。しかしその場で記入したがインスリンの指
示は201mg/dl以上だと思い込み、インスリン注射が必要と思わずに、インスリンを注射しなかっ
た。日勤帯に入り、11時の血糖測定時に他のナースから連絡を受けた。
深夜採血が２名分用意しあったが、よく似た苗字の人がいて３人採血が必要であった。 採血管の 採血管の本数や名前をオーダー表と照合しなかった。
急いでいてもしっかり確認をするべきでした。
名前を確認しなかったため、検査室から指摘を受ける。
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具体的内容
深夜時間帯に採血を取り忘れてしまっていた為、翌日の日勤時間帯に検査が行われた。

背景・要因
原因は検査室での検査スピッツの配布忘れと、看護師による確認怠りであった。

深夜終了間際に透析液を更新、上室と下室を開通し忘れ次勤務者に発見される
深夜巡回時患者が下着を脱ぎ室内の床にすわっているのを発見、尿器にてとりこぼしがあった様
子、特に症状はなく、ドクターに報告していく
深夜巡回時付き添い母親より眠っていて物音がして覚醒すると、子供が転落していたと報告あり。
異常なし。
深夜帯。喘息でHCU入院中の患者様。ネオフィリン250ｍｇ（１０ｍｌ）に生食90ｍｌを混中したものを
8ml/ｈで持続点滴にて行なっていた。更新時（4時頃）、同じ患者様のもので他の時間注射用の生
食50mlを使用しネオフィリン250mlを混中し、間違いに気付かずそのまま時間8mlで続行してしま
う。10時頃、日勤帯の受け持ち看護師に指摘され点滴内容の間違いに気付く。来棟中の主治医
へ報告したところ、ネオフィリンを一旦注意し6時間後に再開するように指示を受ける。
深夜帯で０時から８時の点滴５００ｍｌを更新したが，滴下が良くなくクレンメをほぼ全開近く調節し
たが，ほとんど滴下は変わらなかった。その後１度確認に行き，再度調節するも時間３０ｍｌほどの
速度にしかならなかった。２時間後ぐらいに急ぎの別の業務を依頼され，点滴を確認せずに行って
しまった。 １時間してその業務が終わり，点滴を確認に行くと更新されていた。 別の看護師がラ
ウンドで点滴がなくなっていたので更新したとのことであった。 ８時間の点滴が３時間で終了して
いた。 患者への影響はなかった。
深夜帯での採血で、採血時に姓の確認は声に出してしたが、他の同姓患者と思い込み採血を
行った。検査室より検査データーについて確認があり、間違いに気が付いた。
深夜帯で入院になった患者様で外来診察であったが、動けないとのことでそのまま入院となった。
朝まで問題なく経過し、朝7時事尿意あるためトイレへ連れて行こうとすると、夜間入院時は座位・
歩行ができなかったが、スムーズのヘッドサイドに座り、スムーズに歩き出した為、腕を抱えて介
助しトイレに座ってもらす。そのときトイレからベッドに変える途中でふらつきベッドの目の前で転倒
した。
深夜帯で翌日の薬の確認をしていたが、3人の患者さんに朝食後の与薬を忘れていた。その日の
午後の勤務者が薬が残っているのを発見し与薬忘れが分かった。この日は、自分が本来受け持
つ患者さん以外の部屋を受け持っていた。それがこの3名の部屋であった。（もう一人のNs側が重
症患者がおり、多忙であった為）通常と状況を変更していた為、確認が抜かった。患者さんへの影
響は、それぞれの薬の薬効が望めない。血圧、血糖のコントロールへの影響が出る可能性あり

確認不足、薬剤がなくなる直前に急いで更新した
患者の理解不足、アセスメント不足、

改善策
今後は検査のある患者の確認と検査実施の確認を強化する。また、検査室でのオーダーがあっ
た際の採血器材配布の徹底を依頼した。
開通確認を必ず行ってから補液の更新をする。 ラウンド時、開通されているか確認する。
四点柵としていき、患者に再度ナースコールを押すように話す、排尿誘導

患者状態把握

転落の危険性のある小児は、小児用ベット使用、またはべット柵に布団等で保護工夫をする。

業務手順、ルール、チェックの問題

出来るだけ本来のラインを崩さないようにし、多忙度に応じその他の業務（患者さんに直接影響の
ない）をヘルプするようにした。

深夜帯で痙攣発生の患者さんに、10%フェノバールを2A使用したはずだったが、薬局で病棟残薬
チェック時、ブスコパン2A使用されていたことの指摘を受ける。
深夜帯ナースが巡視に行ったところ患者様がひっぱってくれと 声を出しているためライトを点けて
見ると、手にＰＴＣＤの チューブを持っていた。（チューブは抜去されていた） 当直医師及び主治
医に報告し、多目的アトムチューブ挿入したこと。
深夜帯にて、朝食を配膳していた。他NSが同室者のＡ氏にＢ氏のお膳を間違って配膳してしまっ
ていた。Ｂ氏には内服薬はなかった。Ａ氏の内服薬は間違ってお膳を持っていったNSが、お膳の
上に内服薬をのせていた。後から、Ａ氏のところへ自分が配膳し、間違いと気づく。Ａ氏の薬が
のったままのＢ氏のお膳をそのままＢ氏のところにもっていってしまった。そのまま、自分はＢ氏の
食事介助を行い、お膳にのっていた薬を本人の者かどうか確認せずに飲ませてしまった。その
後、Ａ氏の食事介助をしていたNsが薬がないことに気づきＢ氏のお膳を見ると、内服されてしまっ
た薬の空がおいてあり、Ｂ氏がＡ氏の薬を内服してしまったことに気づく。Ｂ氏の主治医に報告し、
内服薬の内容／用量から経過観察となる。その後、Ｂ氏に変化なし。
深夜帯に翌朝の手術出しの準備をする際、ＩＤカードを同姓患者と間違えた。
深夜帯の１時時に，アンギオの自己抜去しており，床の上に落ちているとこの発見にいたった．

実施者が使用時に、確認が十分でなかった。思い込みがあった。

マニュアルに基づいて、薬液の複数確認や複数回確認が必要。

滴下前後、点滴混中前の確認不十分。前日に同じ点滴を準備したこともあり、思い込みで確認不 思い込みで行動せず、必ず何度も指示書と確認する。指差し、声だしなどの確認を怠らない。また
十分のまま行なってしまった。また、生食90mlに混中する指示であり、10ml破棄することに気を取 この時ラウンド時、点滴シールや滴下速度の確認しかできていなかったため、必ず、点滴内容も確
られ肝心の点滴内容を十分に確認せず生食50mlから10mlを破棄した。
認する。
急ぎの業務が途中で入ってしまい，また忙しかったため確認が出来なかった。 点滴の落ちが悪
い原因を把握しなかった。

急ぎの時の連絡，確認の徹底。 点滴のつまり等などの原因をしっかり把握してから対応する。

同姓患者の名前をフルネームで確認しなかった。 姓のみ確認で、該当患者と思い込んでしまっ 採血時は、マニュアル通りに患者様より名乗って戴き、採血管と照らし合わせてから採血を行う。
た。 採血管の患者名と患者名を照らし合わさなかった。
歩行ができたため、安心しきっていた。 患者様への声賭けが不十分であった。 患者様に対して トイレから出るときはきちんと声をかけてもらうように指示をしておくべきであった。 患者様の状態
説明が部十分であった。
はすぐに変化する事を念頭に置き介助を行う。

準夜帯、不穏症状なくＰＴＣＤに手を持っていく動作も見受けられず、入院後そのような動作見受け 疼痛（特に背部）の為、塩モヒ20ｍｇ／日使用中であるが 一日に何度か疼痛の訴えあり、充分な
られず割りとしっかりとしていたため、ミトン装着していなかったこと。
疼痛コントロールが必要。
患者に内服してもらう時に、患者のものであるか確認せずに、思い込みで内服させてしまった。ま 患者に内服してもらう時には、必ず本人の薬であるかを、本人に名前を言ってもらったり、ネーム
た、患者が、薬を内服する人なのか内服しない人なのか、また内服するのであれば、何の薬を内 バンドを見て確認し、確実に本人のものだと分かってから、内服してもらう。また、配膳の時も、ベッ
服するのか情報を持っていなかった。 また、配膳する時も、ベットネームで確認せずに配膳してし トネームで確認する。また、患者が、どのような薬を内服しているのか情報を得る。
まった。

同姓患者の認識
ベッドサイドにポータブルトイレが設置されており，夜間もベッドからの乗り下りをしていた事が要
因とも考えられる．
深夜帯のオムツ交換の際 訪室するとベッドの高さを一番高くしていた。転落なく入床し、睡眠中で ギャッｼﾞのコントロールリモコンを使用しない時にはスイッチを抜いておく必要があり、心掛けが必
あった。3時頃の巡視の際 いつも通り低床になっていた。
要であった。
深夜帯の朝，患者様よりナースコールがあるも，他患者様の処置中であったためすぐに訪室でき もともと理解力が悪く，待つことのできない性格の患者様である．前回もNG自己抜去はじめ，幾つ
なかった．そのブザーがなる前にも訪室し，昨日より血圧が高く，嘔気，嘔吐あり，薬剤の使用も かトラブルがあり，今回のような事態に対しても充分な注意が必要であることは分かっていた．患
あった為 何度も安静を説明するが，散歩に出かけるといって何度もブザーをおす． 他患者の処 者様の性格などももっと充分に考慮した上で行動しなければならなかった．また車椅子は常にベッ
置終了後訪室すると，ベッドサイド床に仰向けになって寝転んでいた．ベッドから車椅子に1人で移 ドサイドの斜めに設置してあり，看護師介助の元，患者本人が移乗できる状態になっていた．
乗しようとしたが，車椅子が本人用の軽い物であったこともあり後退してしまい，ベッドから滑り落
ちてしまったとのこと．頭部打撲外傷は見られない．レベルもクリアーであるが，血圧高い為すぐに
ベッドに戻し，安静とする．その後主治医に報告，確認後アダラート内服し様子見る．
深夜帯の朝の検温時に、当患者（Ａベッド）の隣のベッド（Ｂベッド）の患者より、「明け方４時頃、転 夜間帯であり、患者は足元が見えづらかった。発熱が続き、坐薬と眠剤は今までも使用してきた
倒したような音がした。」との情報を得た。本人へ問うと、「排尿時にベッドサイドに立ったところ、足 が、体力低下があり影響も大きかった。尿器はベッド柵で、手の届く場所ではあったが、６人部屋
がもつれて転倒した。」とのことであったが、ナースステーションまでは、そのような音は聞こえな の真ん中で、ポータブルトイレもベッドサイドにあり、動きづらかった。
かった。アンギオ後よりベッドサイドでの排泄となり、夜間は必ず尿器を使用されていたが、転倒は
なかった。枕灯は朝まで常時点灯し、尿器はベッド柵に、ポータブルトイレはベッドサイドに設置の
状態であった。当患者は、入院当初より発熱あり、ロキソニンを内服したり、アンギオ後は毎日イン
テバン坐薬を使用していた。前日も１９：３０に３７．８℃にてインテバン坐薬使用、２１：００には毎
日定時のハルシオン０．１２５mgも内服していた。本人からは、「頭は打たずに、左腰付近を打撲し
た。痛みはない。」と聞かれ、外傷、体動状況を確認したが、問題なかった。６時半の報告を受けた
ときには床が濡れたりしている状況はなかった。
深夜帯より、主治医の指示では1回13ＭＬの授乳のはずが、1回20ＭＬで計3回授乳されていた。日 思いこみによる確認不足
勤帯で記録を見た主治医に指摘され授乳量がまちがっていることに気付いた。患児は、ＮＧ挿入
中で、経口出来ない分はＮＧからの注入となっていた。1回の授乳量が多かったが、児に変化はみ
られなかった。
深夜帯巡回のため病室へ訪室すると、末梢持続点滴を自己抜去し、ベッドサイドに放置してある 観察不足 説明不足
のを発見した。本人に尋ねると「抜いた。まあいいだ。やらんでいいだ。」と言われる。寝具血液汚
染あり交換する。挿入部は止血していた。不穏状態なくすぐに入眠される。
深夜帯訪室時、患者がＤＩＶルートを引っ張って引きちぎった。バルンも引きちぎってあった。
環境の変化に対する不適合。 尿意があるのにバルンによる抑制状態にあったこと。

深夜帯は集中力不足なため今後手術出し準備は日勤者が行う。
夜間のみは，頻回に訪室し観察する．トイレに移る際は，ナースコールで呼んでもらう，又は，トイ
レを促す．
ベッドのギャッｼﾞのコントローラーをしようしないときには電源を抜いておく必要がある。
直ちにバイタルサイン測定，主治医への報告，指示受けし実行した．改善策としては，ベッド柵の4
つ使用．車椅子をベッドサイドに常に設置することは避け､必ず看護師もしくは付き添いがいなけ
れば移乗のできない位置に置いておく，車椅子をたたんでおくなどし危険な環境をつくらないよう
にする．

・可能な限り、ベッドサイド排泄を行う患者は６人部屋の端の位置とし、スペースをとれるようにす
る。日勤帯で、必ず環境整備を行い、常に整理整頓に努める。・さらに、眠前には、尿器の位置、
ポータブルトイレや衣装ケースの位置について、患者と共に確認しながら、環境整備を行う。・解
熱剤や眠剤を使用しているので、転倒の危険があることを患者に伝え、行動上の注意について説
明する。ふらつきなどあれば、一人で動かず、必ずナースコールすることを伝える。・夜間巡回時、
尿器の使用状況を把握し、予測をもって頻回に訪室する。

1回の授乳量を指示表や、児の観察記録で確認をすることが必要である。

点滴の必要性を説明する。 頻回に訪床し観察する。

精神的に落ち着きもなかったので早めにＤｒにバルン抜去、エラスターヘパロックの指示を受ける
べきだった。
申し受け中、廊下で男性患者様の大きな声がした。聞くと、女性患者様が部屋の前にずっと立って 以前から、この女性患者様は、怒鳴っていた男性患者様と同室の方と親しくしている。そのため、 様子観察を細やかに行い、周りに不愉快に感じさせることが内容指導する。患者様同士で解決し
いるので「目障りだから注意しただけ｣という。大きな声に他の患者様が何事だろうと集まってきて 部屋の前に立つことは時々見られていた。しかし、職員は特に気にしていなかったため対応が遅 ようとせずNSに伝えるように説明し、対処する。
いる状態だった。
れていた。
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具体的内容
申し送られた器械をカウントする際、カウント表にある器械がないのを発見する。カウントした看護
師は最初のカウント時あったかどうかははっきりしないとの事であった。
申し送りが終わった直後、患者が「Ａさんが食堂で倒れたー。」「車椅子もってきてー。」とあわてて
看護師を呼びに来た。食堂に行くと患者が仰臥位で倒れていた。滑って机で右脇腹を打撲し、床
に倒れたとのこと。疼痛の訴えないため車椅子にて病室に帰った。
申し送りで１日４回BS測定のある患者、そのあと１日・２回のスケールの指示変更があった為BS
測定も１日２回になったと思い込み２１時測定を行なわなかった。
申し送りでは点内のＲＩが３０単位に増量といわれたが注射処方箋は４０単位となっていた。（カー
デックスにも３０単位と記入）
申し送りで注射処方箋（生食100ml・ユナシン1.5g２Ｖ）を手渡され、トレイに入れた。週末のため、
早くベッドサイドへ行って処置を開始しようとあせっていた。処方箋を確認後、薬品を取り出し準備
したが、ユナシン1.5gだけを見て、２Ｖまで見ていなかった。ダブルチェックを、側にいた深夜ナース
に依頼し、実施者が処方箋を見せながら、月日・薬品名・用法を声に出して読んだ。薬品名を「ユ
ナシン1.5g」とは読んだが「２Ｖ」までは読まなかった。ダブルチェック者は、実施者が読みあげた薬
品のみを確認した。実施者は、そのまま溶解した。ベッドサイドで処方箋は確認せず、名前のみ確
認し施中した。
申し送りで不穏状況の報告を受けていた。抑制中であり、頻回な訪室をしていた。5:00オムツ交換
の為入室すると病室内の椅子にDIV自己抜去し、O2マスクはずし、下半身裸の状態で座ってい
た。
申し送りで夕食から禁食と送られたが食事があがっており、介助で8割摂取した。

背景・要因
最初のカウントが確実に行われていなかった.

改善策
器械カウントは確実に器械を確認しながら行う。

いつも病室でベット上とトイレの間でしか動いていない患者が、だれにも何にも言わずに一人で食 患者に病室から出てどこかへ行くときは、看護師に知らせるよう説明する。 巡視を頻回にする。
堂まで歩きで行ってしまった。 廊下を歩いていた時申し送り中で看護師がナースステーションに
集まっており、廊下を歩いていた患者を確認できなかった。
指示を確認していたのに思い込みがあり採血をしていなかった
指示変更があったときには、必ずカルテを確認して実施する。指示が不明なときは必ず医師への
確認をする
確認不足。
ダブルチェックの徹底。
処方箋を確実に確認していない ダブルチェックを決められたように実施していない ベッドサイド 処方箋を確実に確認する ダブルチェックを確実にする
で処方箋の確認をしていない 他の業務もあり、あせっていた

患者のADL状況、認識程度の把握できていなかった。

口頭で申し送られた指示を確認せず食事介助者が多い中、食事中止になっていたはずの食事が
栄養からあがっていたため食事を介助した。改めて医師の指示を確認するが夕から食事中止の
記載がなかった。
申し送りの最中にナースコールが鳴り、患者のもとへ行くと、輸液ポンプの電源が切れていた。トイ 申し送り中でありあわてていた。 思いこみがあり、残量、流量の確認はしたが、ポンプの設定が
レに行きアラームが鳴ったため、ボタンを押してしまったとのことだった。5%TZ３00ml+Mg10A、残量 あっているか確認しなっかた。
200ml、流量35mlは、確認したが、設定時予定量35ml、流量200ml/hと誤って投与してしまった。予
定量終了のアラームが鳴り間違いにきずいた。
申し送りの際に「本日回診時ダグラスドレーン抜去してくださいと指示が出ました。」と申し送りがあ 回診前にカルテの確認を行わなかった。 申し送りのみで確認作業を怠った。 医師が日付の記
り。回診時回診医師にドレーン抜去を依頼した。抜去後カルテ指示書を確認すると実施日の欄は 入を行わなかった。 医師指示書が分かりづらいものだった。 回診医師もカルテでの確認を行わ
空欄になっていた。その後主治医に確認をすると抜去予定日は翌日を予定していたとのこと。1日 なかった。
早くドレーンを抜去してしまった。患者様には異常はなく感染徴候の確認など観察の強化が必要と
なった。
申し送りの際に６本ある点滴の３本目が施行されていなかったと報告を受ける。 ２本目の点滴が 点滴を処置室に置いたままであった。 実施前に処方箋にサインをしてしまった。 申し送りが不
終わりそうであった為、３本目の点滴を処方箋で確認をし混注し、処方箋にサインをして処置室に 十分であった。 点滴を置いていた処置室には他の患者様の点滴も多量にあり、分かりづらかっ
そのままおいた状態にしていた。点滴が混注され処置においてあることを申し送るのを忘れてし た。
まった。そのため次の勤務者が処方箋にサインがあるため施行されたものと思い３本目の点滴が
実施されないままになってしまった。 主治医に報告し尿量が十分であった為、そのまま様子観察
となた。
申し送りの時はＢＳの眠前の指示入っていること確認していた。しかし、ラウンドやＮｓコールの対 業務手順の不良
応、ＨＤ後Ｐｔの対応をしているうちに頭から抜けてしまい気付いたのは翌日2:00だった。タイマーを
かけておくＰｔに声かけをしておくことが必要だった。
申し送りの時間帯に、「11時に腹部XPを撮るので２時間前に造影剤ガストロフラフィン服用」の指 オーダー確認のルールが守られていない。（病棟内での指示確認の教育の問題もあり）
示を受けた。９時に急いで指示の量を確認せず20mlのところを100ml服用させてしまった。すぐに
気づいたため医師に報告する。その後嘔吐3回あり、腹痛はなし。
申し送りをしている間にＡラインを自己抜去された。危険行動が激しいためセデーションを医師に 危険動作があったが抑制等の措置をしていなかった。
相談するように申し送りをしている所であった。
申し送りを受けた後、患児の観察に行くとＮＧーＴが抜かれているのを発見した。
観察不足 チューブの固定が不十分
申し送り後患者の点滴を確認した際側管で施注する分が見当たらず後で確認しようと思いそのま 後で確認しようとした事
ま忘れていた
申し送り時Ａ患者のマルファの与薬時間変更を口頭で伝えられる。同時に、Ｂ患者のガスモチンの 他の２人までとは気が付かず、思い込んでいた。口頭伝達の方法も良くなかった。いくつもの指示
与薬時間変更も伝えられ忘れないようメモする。夕方、指示ボードに指示変更内容が記載されて を一度に伝えられた。
いないと指摘された時、Ｂ，Ｃ患者のマルファの与薬時間変更だった事を知り、Ｂ，Ｃ患者に１１時
マルファがいってないことに気が付き遅らせていって頂くよう依頼する。
申し送り時に、看護師Ａより、患者Ｂに夕食後の薬を渡すように言われ、その時に、本来は朝のみ 看護師Ａ、当事者ともに他の業務に追われ、多忙であった。また、申し送り時に言われた事を信じ
内服するはずのインクレミンを夕にも飲ませるように言われた｡ 患者Ｂから薬を欲しいと言われた てカルテの指示書をきちんと確認せず、カーデックスのみで確認してしまった｡
ので指示をカーデックスで確認したが、そこにはインクレミンの指示は書かれていなかった。しか
し、申し送り時に言われたため、きっと忙しくてカーデックスに書けなかったのだろうと思い、カルテ
を確認せずそのまま渡してしまった｡ ナースコールにて、服薬後すぐに嘔吐したと報告があった｡
その後、看護師Ａが、夕にインクレミンを飲ませなくても良かったということに気付いた｡患者は、内
服後すぐに嘔吐したため、害はなかった｡
申し送り終了後に荷物を持ち廊下に出てきているのを発見する。 点滴(ＩＶＨ)確認すると自己にて 観察不足
接続部より外していた。 ＩＶＨ終了しており薬液による汚染はなかった。 当直医に連絡しヘパリン
ロックした。
申し送り中、車いすでホールを過ごしていた患者さまが、ナースステーションと廊下の間に置いて オープンカウンターなので、申し送り中は目が離れてしまいがちになってしまう。
あったシャーカステンのコードにひっかかり倒れ、中の蛍光灯が割れた。
申し送り中、大きな物音がしたので訪室すると、トイレの横で坐車の横で四つんばいになっている 患者状態把握
ところ発見する。異常なし。
申し送り中にガタンという音がし、子供の泣き声が聞こえたため、訪室する。母親が患児を抱きか 入院時に付き添いの方が不在になるときは必ずベッド柵を一番上まで上げるように説明するが、
かえていた。聞くと母親の目の前で転落してしまったとのこと。主治医が病棟にいた為診察しても 付き添いの方が一緒にいる時は、看護師の目も届いておらず、ベッド柵も上がっていることは少な
らい、大丈夫だろうと母親に説明を行った。
い。 母親が一緒にいても子供の行動は予測できる範囲が限られている。
申し送り中に食前血糖を測定してないことに気付く。毎朝食前に血糖測定し、その量によってイン 前日まで血糖測定のことを認識していたが、朝薬時より、不穏な患者が数名おり、その対応に追
シュリンを施行するという指示が出ていた。すでに食事をした後で、血糖測定していないことに気 われていた。
付いた。
申し送り中何気なく病室のほうに目をやると患者様が部屋の入り口にしゃがみこんでいた。トイレ 患者様にナースコールの説明を行っていたにもかかわず、転倒してしまった。 今回転倒するまで
に行きたくて自分でベッドから降りたとのこと、降りる際転んだとのこと。痛みも無し、排尿させベッ は、ナースコールが押せており、転倒の危険性も低かった。
ドに戻る。しばらくベッドの上生活を強いられていた患者様であり、移動時は看護師の介助が必要
であった。きちんとナースコールは押せていた。ベッドに戻し、ナースコールを押すよう再度念を押
し納得される。
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痴呆患者の持続点滴の危険性を医師も認識すべきです。24時間拘束にも限界がある。24時間点
滴でない方法も考慮して欲しい。
医師の指示をしっかり確認する。記載がない場合は指示をもらう。
慌てず、焦らず、落ち着いて行動する。 予定量、流量の指示確認後、輸液ポンプ設定時、投与開
始時、開始後、設定があっているか確認する。
カルテでの確認作業を疎かにしない 医師も指示はマニュアル通りの記入を行う。 回診医師も看
護師の言ったことだけを信じるのではなく、カルテでの確認を行う。

具体的にどこまでの点滴が終了しているかも申し送りを行う。 実施前に処方箋にサインをしな
い。 化学療法の点滴は分かりやすいように他の箱に入れて処置室においておく。

検査担当を決めて実施する
指示確認は他のナースと一緒に行う。
危険行動が見られる時は患者様の傍を離れないで観察する。やむを得ない時は抑制をさせてい
ただく。 早めにセデーションなどの措置を医師に相談する。
チューブの固定をしっかり行う。患児の指が引っ掛からないように固定する。
確認を後回しにせずカルテでしっかり確認する
自分の目で確認を行う。指示ボードをリーダーが書き直した後伝える。

内服の支持をカルテとカーデックスで確認し、内容が違っていれば、その時まだ日勤のＮｓがいた
ので確認をするべきであった｡

説明しても理解得られる状態ではないため状況に応じて、監視モニターなど考慮する。
シャーカステンに危険ですと貼紙。 コードをしっかりと巻くようにした。
夜間はポータブル設置、ナースコール指導。
母親に児から目を離さないこと、離すときは必ずベッド柵を上げるよう説明を再度行う。
目立つところに血糖測定のメモと、準備が必要だった。
再度ナースコールの指導を行う。 医師に状態を報告し、必要時は指示をもらい対処を行う。
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具体的内容
申送りを開始しようとしたところ、物音がしたため訪室。ベッドサイドに座り込んでいる患者を発見。
外傷ないことを確認。他スタッフとともにベッドへ戻し、すぐに当直医・当直師長に報告。バルン接
続部よりはずれていたため継ぎなおす。バイタルサイン測定し、不隠時の指示を施行。注射の効
果表れ、おとなしくなったため退室。直後再び物音有り訪室。ベッドサイドに立ち「トイレへ行く」と言
う。ベッドへ戻そうとなだめるも、患者はパニック状態になり点滴ルートを引きちぎってしまう。点滴
ルート交換し、当直医へ連絡し来てもらう。便失禁あったため交換し、ベッドへ戻す。すぐに起き上
がろうとして危険な為、家人宅へ連絡。朝まで家人が付き添うこととなった。
申送り時に血糖検査依頼があったので実施したが、検査対象患者を間違えた。
申送り時に検査時間が誤って伝わり、指示されていた時間でない時間に検査を実施してしまった。
神経因性膀胱にてエブランチル４錠分二で内服中の患者○月２０日朝で薬切れであり 主治医宛
に指示棒を立てていたが○月２０日主治医休みであることを忘れて 他のＤＲに処方出してもらっ
ていなかった そのまま準夜帯でも気付かず内服されておらず深夜で気付く
神経性膀胱にてバルーン留置中、痴呆あり。ベッド上で体動する程度であったがその日も食事は
下垂座位で摂取以外は床上で臥床ですごしていた。清掃業者訪室すると患者がベッドの下で柵を
もって坐りこんでいる所を発見。血圧２１０代、バルーン引っぱられており血尿擬陽性、患者はどか
かへ行こうと思ったらしい。臀部打ったと話すが医師に診察にて特に問題なし。その後尿流出ない
ためバルーン交換施行。血圧下がらずペルジピン内服した。
神経内科診察後帰室していたが連絡が無く、数秒の間に車椅子より自力で動き車椅子よりずり落
ちているところを他詰め所のＣＷが発見し通報。右拇指軽度の擦過傷あり。
Ａ氏の退院手続き時、「Ａ氏」の注射伝票として「Ｂ氏」の注射伝票を入れてしまった。17時点滴処
置時に「Ｂ氏」の注射伝票がないと言う受け持ち看護師の言葉に、ハッとして間違いに気付いた。
診察、経膣超音波検査で稽留流産と診断し、診察・流産手術をする方針を患者に説明した。患者
が来院し、「他院で診察を受けたところ胎児が生存していると診断された。」と訴えた。再度、診察
させてほしいと患者に申し出たが、断られた。来院時に再確認するつもりであったことを説明し、お
詫びをした。
診察からカルテが返ってきて計算をする時に薬を７日分出す指示が出ているのに、コンピューター
の入力ミスで１日分しか薬を出さなかった。
診察が済み、会計時２科（整・内）分処方箋があったのに、１枚（内科分）しか渡さなかった。 門前
薬局より電話があり、「整形からも薬が出ると本人が言っている」 とのことで、残っていた整形の
処方箋を薬局へ届けた
診察した医師がラクテックの指示を出し施行する。指示簿記載は当直医がラクテックＧと記載し
た。指示受けした看護師はそのことに気づかずラクテックを続けていた。
診察にカルテをまわした。総括表を見て患者様を呼び入れた。医師がカルテを開くとカルテが取り
違えているのとの気がつき発覚した。医師がカルテ庫に連絡をし、本人のカルテを持ってきてもら
い誤処方に至らず済んだ。
診察のため外来に来院 処方が出ていないのに最終処方の薬を調剤して患者に渡す。その日の
最終で調剤印を確認時気が付く。すぐ連絡を取るも連絡取れず翌日来院されたときに主治医より
説明してもらい事なきを得る。調剤時に日付の確認を怠ったのが原因と考えられる。
診察の為に内診台にあがろうとして敷いているマットに片足を乗せたらマットが動き滑りかけた。
助産師が支え転倒しなかった。
診察の際に患者が、前回の処方で、ユーゼルが２日分不足だったと申し出た。当院では４２錠単
位のアルミ包装を用いているため、調剤の間違いとは思われないが、今回は２日分余分に処方さ
れた。
診察まで指示のないＫＵＢを撮ったことに気付かなかった。診察時Ｄｒに写真を撮りましたと、
シャーカステンに前回のＸーＰと今回のＸーＰをはっておいた。Ｄｒがつぶやくように何か言ってい
た。一度シャーカステンのスイッチを入れ、すぐ切ってしまい写真の説明はなかった。診察中に指
示がないのにＫＵＢを入力したことに気付いた。その後はそのままになってしまった。患者様が会
計をする時に先生がつぶやいていた言葉が聞こえたようで、指示のない写真を撮ってお金を払う
のはおかしいと訴えたこと、会計より電話あり患者様に謝罪に行く。薬局の前にいた患者様を外来
に案内して間違って入力したことを謝罪した。お金を返金することで良いか、確認してから。１階ま
で案内し待っててもらう。会計に事情を話し、新しい領収書を発行して患者様に渡してくれるとのこ
とでお願いした。
診察介助中、違う患者様の検査伝票がカルテに貼ってあると医師より指摘された。同姓で下の名
前も一字違いの患者様のものだった。
診察券の名前（姓）を間違えて作成してしまった。
診察券をカルテに入れる際、別の患者様のカルテに入れてしまった。患者様を待たせてしまった。
診察券を作る際に番号を打ち間違った。
診察後、ＸーＰ上問題なく、内服処方にて帰宅。事務、患者様等へ薬カードを渡さずに口頭のみで
事務へカルテを渡す。その後薬剤師が来た際に患者様不在。警察へ連絡し、本人と連絡がとれ、
再度来院してもらい内服説明、代診用紙を渡す事となる。
診察後、後日のMRIの検査の説明を患者様に行う。MRI予約時診察医師が造影剤の承諾書を
取っていたのを見ていた。説明の際に昼食は絶食で検査を受けるように説明を行った。しかし、該
当の検査は食事制限は必要なかった。

背景・要因
改善策
以前、不隠行動があったこと。２１：００にマイスリーを内服していること。ＩＣＵを退出してからまだ２ 救急入院でＩＣＵにて透析を行い、病室と環境の変化への対応は困難な状況であると考える。クイ
日目だったことを考慮して観察する必要があった。部屋もナースステーションの目の前だが、小さ ントンカテーテルが挿入されており、充分な観察と安全の確保が第一である旨を認識することが重
な物音でも聞こえるよう、許可をもらってドアを少し開けておくなどすればよかった。
要であり、常時観察を行なうこと。クイントンカテーテル挿入部の確認を行なうことを指導した。

申送り時の確認ミス。
申送り時の伝達ミス。指示箋の記載確認の不備。
ＤＲが休みであることを忘れていた

明確な申送りの実施、患者確認の徹底
記載内容における確認作業の徹底。 口頭のみの指示があった場合は、記載指示があるか必ず
確認するよう指示
処方が切れる日時をしっかり確認しておき確実に処方してもらう

体動が少なく落ちついていたため転落の危険を考えられていなかった。転落防止マットを使用して 開閉式のベッド柵をしっかり固定。足を下ろす方にウロガードをかける。頻回に訪室、声かけ、
いなかった。ベッド柵は３点していたが開閉式のベッド柵が固定できてなかった。ナースコールは ナースコールの指導。
頭の近くにあり届きにくかった。
診察室より病室へ戻る場合は連絡をする事になっていたが連絡を忘れていたと考える。

ＮＳ，ＣＷが蜜に連絡をとりあい頻回の訪室が必要。

確認不足。思い込み。

類似した名前は声に出して、フルネームで確認する。

通常、流産手術の入院時、診察で胎芽死亡を再確認することになっており、本症例もその予定で 説明不足に留意・注意するよう指導した。
あったが、それ以前に発生した事態である。稽留流産と診断しても、入院時再確認するまでは、１
００％診断確定ではないという説明が不足していた。
業務の手順やチェックの仕組みの問題点。

処方箋を出した時、薬剤師にきちんと確認してもらう。 計算する時は正確に１つ１つ入力する。

今までのプリンタだと２科分は連続した用紙に打ち出されていたが、今度のプリンタはバラバラで２
部ずつ打ち出され、１つの科の検薬が終わったところで検薬棒を抜いてしまうので、見落としてし
まう
指示出しの医師と指示簿記載の医師がちがっていた。口頭指示は原則受けないことになっている
が口頭指示であった。看護師が指示簿の間違いに気づかなかった。
カルテでの名前の確認を行わず、総括表のみで確認してしまった。カルテ庫からカルテが送られ
た時点で、間違った患者様のカルテが外来に届いていた。医師が確実に確認を行った為、間違い
に気づくことが出来た。
薬局に処方箋が回るまでに外来、事務も通っているにもかかわらず全てをすり抜けてしまった。こ
の人は必ず薬もあるという思い込みがチェックを省略してしまった。

処方箋検薬時に、すこしはみだした状態でカルテにはさんだりする。 カルテをパラパラとして、処
方箋の残りがないかその都度確認する
口頭指示を受けた場合は口頭指示の内容を記載しておく。医師が違う場合は正確な情報を提供
する。指示内容の確認を声に出して医師と確認する。
必ず、カルテ・総括表・ＩＤカードすべてに目を通し間違いがないか確認を怠らない。今までどおり、
医師も確認を行うことを継続して行っていく。
カルテ、処方箋の日付をきちんと確認する。それも出来れば二名で行うようにしたい

数日前に内診台のオイル漏れがあり修理した。掃除を依頼し終了していたが床にオイルが残って 修理、掃除が終わったら安全を確認してからマットを敷く。
いたのに気付かなかった。その上にマットを敷いていた。
患者の勘違いと思われるが、不足分は補うしかない。
患者への教育。しかし、新たなトラブルになりかねない。
金曜日の午後で他科の診察を行っていた。一人のナースが休んでいた。もう一人のナースが１６
時くらいに早退する予定でいた。いる間に仕事を終わらせなければ、後半一人になるので気持ち
的に焦りがあった。当日（月曜日）診察まで指示がなかったことに気付かなかった。患者様に基本
票を渡す前にカルテの中を確認、サインすることを行っていなかった。外来での基本を行っていな
かった。

カルテ備考欄に、日付は書いていなかったがＫＵＢと鉛筆で書いてあった。それを見てＫＵＢを撮る
んだと思い込んで、カルテの中を見ないで入力した。日付が入っていないので、いつかなと疑問に
思ってカルテの中を確認することで間違えることがなかったのではないか。注意不足でカルテの確
認をすることを忘れてしまった。カルテ見をする時は集中して見るようにする。カルテの中を見て指
示受けをする。検査入力したときは入力者はサインをすること。

検査伝票を貼る際、再度の確認を怠ったため。

貼るときと貼った後の確認を行なう。特に同姓などの場合はより一層注意する。

多忙のあまり思い込みで作成してしまったため。
外来患者様が多くあせっていて確認がおろそかになった。
外来が非常に込んでいたので焦りもあり、確認作業がおろそかになってしまった。
手順を守らなかった。患者が集中して忙しさで忘れた

作成中、作成後必ず確認をする。
渡す前にもう一度カルテと診察券の名前を落ち着いて確認する。
渡す前にもう１度確認する。
徹底

該当のMRIが食事制限が必要ではないことを知らなかった。 疑問に思ったにもかかわらず、他の 検査の内容を理解し、意味を十分分かって説明を行う。 疑問に思うことがあれば必ず質問する。
スタッフに質問しなかった。 今まで、造影での撮影ばかりであったため、今回も造影撮影だろうと
おう思い込みがあり、十分に確認を行わなかった。 医師が承諾書を記入していた為、造影の必
要な検査を行うものと思い込んでしまった。
ケアレスミス。複数の仕事を同時にしていた。
点滴ラベルとカルテを必ず確認する。

診察後、点滴の指示がありカルテがまわってきた。点滴ラベル・カルテの医師の指示を確認し準
備した。患者さんを点滴室に呼び、穿刺したが血管が細く点滴が漏れてしまったため、他の看護師
に依頼するが再度、漏れてしまったため抜針。再度、他の看護師に依頼するが患者さんが「時間
が遅いため明日来院する」と言われ医師確認後、そのまま帰宅となった。点滴を処分しようとした
他の看護師が点滴ラベルにＳｔ１２００ｍｌと気づき、カルテバックをして確認すると、医師の指示は
２００ｍｌと書かれていた。
診察後次回予約票を前の人の患者の予約票を渡した。その後患者から電話があり看護師も間違 医師が前の人の画面のまま次回予約の出力をした 看護師も確認せず渡した
えにきずかず渡した
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予約票やカードを渡すときは指名を確認して渡すように外来スタッフに徹底する

9273

9274
9275
9276

9277
9278
9279

9280

9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292

9293
9294
9295
9296

9297

9298

具体的内容
背景・要因
診察時、すでに1時間待ち時間が延長していた。診察にて検査の指示が出た。この検査は尿を膀 業務手順、情報の伝達の問題。患者さんへの説明不足の問題。外来待ち時間の問題。
胱に貯めた状態で行なうため、溜まるまでの間待っていただくよう説明。患者さんは、この待ち時
間の間に外出されていた。帰院されたのに気付かず更に30分ほど待たれた時点で、患者さんから
の苦情があった。更に、尿を1度されており尿が溜まっていない為、再度溜まるまで・・と説明した
が、聞き入れられず。医師から説明を受けた。病院への不信感、検査の遅れ、診断の遅れに繋が
る
診察時インフルエンザの予防接種の予定であった。注射担当看護者がバットに注射器と注射液を 思い込みで確認を怠ってしまった。又、準備した看護者にも確認せず医者に渡してしまった。
準備していたが相次ぐ電話対応で医者に渡すこと出来なかったため、別の看護者が１Ｂ（１ミリリッ
トル）注射器に入れて渡してしまった。開封されていたため二人目と勝手に思い込んでいた。医者
は気付かずそのまま施行する
診察時に湿布薬が欲しいと言われたが、診察している間に忘れてしまい処方しなかった。
予約外来中で、時間に追われていた。
診察時に前回、エルシトニンをしているのに、カルテ記入ができていない事にきずいた。 患者様 カルテ記入もれ
自身は不信に思われた様子。
診察終了後に医師より「今の人ＣＴです。」と指示あり。「Ａさんですね。」と確認し医師より渡された 医師が伝票の入力を間違えた。 医師より渡された依頼書を確認せず患者に渡した。 患者様の
依頼票と基本箋を家族に渡し、場所を説明し車椅子で連れて行っていただく。ＣＴ室より依頼票の フルネームとＩＤ番号を確認しなかった。 外来の患者確認のマニュアルに沿った確認をしていな
名前と持参した患者名が違っていると電話があり、間違いに気付く。医師に連絡し、伝票を正しく かった。
入力してもらう。
診察順が３番にもかかわらず、検査結果が出ない為、診察までの時間がかかった。
２人分の検査伝票を一度に処理しようとしたが、１人分の伝票が処理机の上に放置されていた。
診察場から尿細胞診の依頼があったが、提出された尿コップには本人とは異なる名前が書かれて 今回はどこから採尿コップが出されているか分からないが、患者様に患者様本人と異なった名前
いた。名字が同じだったため、そのことには気付かず細胞診の標本を作製した。外注先に標本を が書かれた採尿コップが渡されてしまったこと。検査者が採尿コップの名前をよく確認していな
提出する際に依頼伝票と標本の名前が違うことを指摘されて発覚した。本人のものには間違いな かったこと。
かったため、標本は、記載していた名前を書き直して提出した。
診察場より検査終了時刻の問い合わせがあった。（診察最後の患者） 検索した結果、検体が生 遠心分離が終了し、フィブリン確認後直ちに測定機に検体をセットしなかったか、測定機から検体
化学測定機島津ＣＬ８０００にて測定されないまま、冷蔵庫内の検体収納ラックにあった。 発見が 収納ラックに収納する時、分析終了確認を怠った可能性が考えられる。
偶然にも早く、測定時間の遅延は５分程度であった。 依頼項目は、ＣＢＣと生化学であった。
診察場より検査終了時刻の問い合わせがあった。（診察最後の患者） 検索した結果、検体が生 遠心分離が終了し、フィブリン確認後直ちに測定機に検体をセットしなかったか、測定機から検体
化学測定機島津ＣＬ８０００にて測定されないまま、冷蔵庫内の検体収納ラックにあった。 発見が 収納ラックに収納する時、分析終了確認を怠った可能性が考えられる。
偶然にも早く、測定時間の遅延は５分程度であった。 依頼項目は、ＣＢＣと生化学であった。
診察場より測定完了時間の問い合わせがあり、問い合わせ検体の未測定が発覚する。 免疫・化 免疫項目測定機器での測定開始後は、毎回検体の測定が開始されたかの確認作業をしている
学の依頼項目の内、免疫の項目(FT4,TSH）が未測定であった。
が、今回の検体は見落としてしまった。
診察前にＣＴ（＋）がありカルテが処置室に回ってこず、ルートだけをとってそのまま検査に回っ
ケアレスミス・伝達ミス
た。読影後カルテが帰ってきてから、採血がある事がわかり採血さしてもらい患者さんは、２回痛
い思いをし時間も待つ事になった。
診察前にミドリンＰを点眼しなければならなかったが忘れた。
確認不足 うっかり忘れ
診察前にミドリンＰを点眼する予定で、患者様に説明をして点眼をしていただいた。看護師が確認 確認不足 説明不足
をする予定であったが確認しないまま眼科の診察室に行ってしまった。診察時散瞳出来ていな
かったため点眼忘れが発覚した。医師にてミドリンＰ点眼し診察を受けた。
診断書（交通費）に右第7、9、10肋骨骨折と記入すべきところを左第7、9、10肋骨と記入した。看護 カルテの表紙の記入も右と左を間違えていた。
師が患者さんに渡す直前に気が付いて訂正した。診断書に右と左を間違えた。
診断書の右と左を間違えていた。
情報の伝達共有のあり方の問題点。
診断書作成の際に、14日間の加療見込みを14週間とした。患者さん本人からの問い合わせで間 コンピューターで診断書を作成後自分で再チェックをしていなかった。医師も確認せずに思い込み
違いが判明した。作成した診断書を医師にも確認してもらっているが、医師もチェック時に見逃して でサインをしている。
いた。
診療科名を入力し忘れた。フィルム整理時に発見され書き足した。
確認不足
診療録上にて採血の指示があり、HBSAGの指示だったが、HBEAGとの記載を読み違い、HBEAG 確認不足。
で採血を出してしまった。再診時、指示受けミスに気が付く。
身障トイレでスリッパにひっかかり転倒し、肩、額を打撲した。特に局所以外後遺症なし。
いつもと違いスリッパであった。（車椅子使用者）
身障トイレにて本人が助けを求めており、転倒尻餅をついている所を発見しナースに報告。バイタ 平素使い慣れたトイレではなかったため転倒してしまったのではないかと考えられる。あせって移
ルサイン確認するも異常なし
動される事が多く、また自分が出来ると思い込まれる事も多い
身障トイレに誘導し便器に移乗した後、その場を離れ他の方の介助へ行った所、叫び声がしたの
で戻ると便器と車椅子の間に右側臥位に倒れている所を発見する。右腕、右背部軽度発赤あり、
痛みなし。血圧１１５／７１ 脈６６
身障者トイレから物音がしたのでトイレへ行くと床に座り込んでいた。自力で立ち上がろうとしてい
た。
身障者トイレで排尿後自分で車椅子に移動しようとして座りそこねて床にずり落ちた。

座位保持が不安定であったにもかかわらず、その場を離れてしまった。

理解力が低下している患者が車椅子で移動するときの監視できる体制が手薄で十分な観察がで
きない。
身障者トイレに誘導するといつも終了後ナースコールを押してくるので、今回も押してくると思いこ
み一人にしてしまった事に原因がある。
身障者トイレよりノックする音が聞こえ確認すると坐位になり転倒している所を発見する。本人に確 軽度、ふらつきあるも自力歩行でトイレへ行っていた。 最近は、自力でトイレ歩行していたため本
認すると滑って転倒したとのこと。外傷なし。Vs著変なし。Drに報告し経過観察となる。
人も大丈夫だと思ってしまった。
身体計測室内（身長・体重、視力、眼圧、聴力、肺機能検査を実施する）でのこと。 本日１日ドック スタッフ間での連携・確認不足。 これまでも計測室内では、互いに声掛けしたり、受診者のファイ
受診者であるＡ様の身長・体重計測後、肺機能検査と判断し、Ａ様を室内ソファへ誘導し、自分は ルを見て未実施の検査項目を確認しながら計測していた。 しかし、今回は「これまでも○○だっ
他業務のため計測室を退室する。検査技師は、肺機能測定後、未実施の測定があったため、Ａ様 たから、今回もきっと○○してくれるだろう。」、「きっと○○待ちだろう」と思い込み、確認しあわな
のファイルをＡ様に渡し、室内のソファでお待ちいただき、計測室を退室する。 計測室に残ってい かったことがインシデントが発生した要因と考えられる。
たスタッフは、Ａ様が肺機能検査を待っている方と判断をし、他の受診者を呼び入れ計測してい
た。約10分後、別の受診者の肺機能検査の為、検査技師が再来室した際に事態が発覚。Ａ様に
お詫びした後、残りの身体計測を実施。その後、通常通りの流れに沿って健診は進みお帰りいた
だいた。
進行MKで、既往歴に慢性腎不全があり、週３回の透析導入中の患者。当日は、PET後に透析が ワークシートにも書かれているという思い込みから、申し送りをしなかった。 透析室への申し送り
あり、透析時に採血をしてもらうよう「病棟検体採取一覧表」に記載してあった。そのため、深夜で 用紙があることを知らず、活用していなかった。 「病棟検体採取一覧表」は、深夜勤者のみの利
採血スピッツの確認時、当該患者のスピッツのみシンクの台の上に置いておいた。スピッツを透析 用にほぼ限られており、その日にどの患者が採血があるのか、また、検体採取されているかされ
室へ持参することは、「病棟検体採取一覧表」にしか記載されていなかったが、ワークシートにも書 ていないかを、日勤者がすぐに確認できるようなシステムがないため、検体採取されていないこと
かれていると思いこみ、日勤者に口頭で申し送らなかったため、日勤者は透析室へスピッツを持 に気がつくのが遅れた。
参せず、オーダーされていた採血がされないままとなってしまった。 当該患者は、当日体調が思
わしくなく、PET後に血圧低下がおこったため、主治医は新たに血算のみオーダーを出し、最低限
必要なデーターのみ得られた。 当日は、採血オーダーが一度中止され、もう一度出し直されてい
るなど、オーダーにややわかりにくい点があったため、日勤者はシンクの上に残っていたスピッツ
を発見していたが、中止をかけられたスピッツだと思い、破棄した（すでに、後からオーダーされた
血算の採血を施行した後だった）。
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改善策
患者さんへの説明書の作成、声かけを行なう

確認を自分の目のほかに他の看護者や医者にも問いかけ幾重にもチェックして施行する。インフ
ルエンザは一回量０，５ミリリットルであることを再度認識する。注射液名・量の確認をしっかりする
欲しいと言われた時点で、カルテに書き留める。
カルテを受付へ戻す時は診察室で行った処置注射など記入もれが無いかを確認する。
マニュアルの遵守。

繁忙時間帯の処理であっても、１人づつの処理を行なう。
検査科では採尿コップの名前が患者様の名前と間違っているかの確認はできないので、必ず採
尿コップの名前と患者様の名前を確認して渡して欲しい。 採尿コップの名前と依頼項目の確認を
怠らないようにすること。
フィブリン確認後は直ちに測定機に検体をセットする。検体を処理する未検査試験管立てと分析
終了試験管立てを分ける。測定機から検体を検体収納ラックに収納する時は、分析完了の確認を
確実にする。
１．フィブリン確認後は直ちに測定機に検体をセットする。 ２．検体を処理する未検査試験管立て
と分析終了試験管立てを分ける。 ３．測定機から検体を検体収納ラックに収納する時は、分析完
了の確認を確実にする。
免疫項目測定機器での測定の確認作業の徹底。 容認画面での未測定検体のチェック。 検体
測定後、バーコードラベルに測定完了の印を付け、検体を冷蔵庫へ保管する際に確認する。
検査前に採血などがある場合抜けないように検査の依頼箋に順番を書いた紙を付ける様にした。
時間で行う処置はタイマーを使用して忘れないようにする。
診察前の点眼などは患者様に任せずに看護師が行う。又は傍で確認する。
常に左右の意識を持ち、その大切さを重要視する習慣をつけること。
患者に渡す前に確認をする。
本人による再チェック及び医事部間でのダブルチェックをする。
操作手順の確認
読みやすい指示（執筆）依頼。再確認。
歩行時靴を履く。環境整備を行う。転んでも受傷しないようカーペットを引く
身障者トイレは自分にあった方を使用していただく。どうしても、他の人が使用していて使い慣れて
いない方を使用しなくてはいけないときには必ず介助者に介助の依頼をして下さるように再三説
明をしていく。
トイレ時はその場を離れない。
安全管理に対して他のスタッフへも声かけし協力体制を整える。患者には移動時ナースコールす
るようその都度説明を繰り返し行う。
夜間は特に一度眠って起きた時など患者さんの思考力も落ちているので必ずトイレでは一人にし
ない。 転倒した事を申し送り再発防止に努める。
Nsコ-ル説明し歩行時には、必ずNsコ-ルするよう説明し同意を得る。
室内で業務にあたるスタッフ間で、これまで以上に声掛けすることは当然だが、その他に、肺機能
検査待ち専用ＢＯＸを設置することにした。 ≪目的≫ ・肺機能検査待ちの順番が明確になる。
・肺機能検査待ちかどうかが明確になる。
→室内でファイルを持っている受診者は「まだ身体
計測が全て終了していない方」というサインになり、室外の受診者を呼び入れる前に実施すること
が出来る。 これらのことを、身体計測室に携わるスタッフと相談の上決定し、明日からの業務で
実行していくことにした。
・透析室への申し送り用紙は、前日に必ず記入し、カルテポケットに入れておく。 ・透析室にて採
血がある場合の、スピッツの置き場を決める（カルテポケットに入れてある場合が多いようなので、
カルテポケットに入れると決めてしまう。） ・検体採取していない場合には、ワークシートなどに記
載がされてあっても、もう一度口頭で申し送り、抜けがないようにする。 ・「病棟検体採取一覧表」
を、深夜勤者と、日勤のリーダーとで確認する。
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具体的内容
背景・要因
人をと間違え採血をする。（隣の人）
思い込んで採血をするも本人に今日採血ないのと問われ間違えにきずく。
人間ドックで、上部内視鏡検査の際、食道生検を実施した。生検を行なった場合、粘膜保護剤を 内視鏡検査の介助のオリエンテーションで、上部内視鏡で組織生検を行なった場合は、粘膜保護
処方するシステムになっているが、処方を出すのを忘れていた為、患者は内服処方を受けずに帰 剤を処方するシステムであると説明を受けていた。しかし、組織生検に対する粘膜保護剤の処方
宅。患者への影響として考えられることは、生検で受けた損傷粘膜の治癒が遅れたのではないか は、胃の組織生検の場合のみと当事者の認識に誤りがあった。食道生検においても、損傷した粘
と考えるが、追跡調査はしていなかったため不明である。
膜を保護する目的で処方が出されるので疑問をもつべきであった。
人間ドックでエコー検査が未実施であるにもかかわらず、スタッフの判断で終了と告げた。そのた この受診者は、事前に胃の検査をキャンセルしており、いつ食事に案内してもＯＫという概念が
め食事案内のスタッフが昼食に案内して、食事が始まった。直後に他のスタッフが未実施に気付 あった。結果確認不足であった。
き、途中でエコー検査を受けてもらった。全ても臓器がたまたま良く見える方で、検査を終えること
ができた。
人間ドックで耳鼻科に聴力検査に来られたため、オージオルームに案内をする。入室前に「段差 以前より、段差に蹴躓かれることがあったので、声かけは欠かさず行っている。健診者はスリッパ
があるので気をつけてください」と声かけをした直後、段差につまずき転倒された。その際、室内に で入室される。
置いてある机の角で右頬を打撲された。健診者に気分と痛みの程度など状態を確認。「大丈夫で
す」との返答で検査を開始したが頬の腫れがみられるので受診をすすめた。しかし拒否されるので
冷シップをしマスクをかけて健診センターへ戻っていただいた。健診センターの課長に事情を説
明、報告する。ドック終了し帰宅されてから、もう一度確認の電話をいれたが「大丈夫です、様子み
ます」との返答であった。
人間ドッグのお客様の食事にボルトが混入していた。野菜スライサーの物と思われる。
確認不足。
人間ドックの患者のＣＴ撮影が午後から2名あった。ＣＴ室が空いていたので看護師が「いいです 確認不足 コミュニケーション不足
か」と患者の入室準備をはじめた。コンピューターの入力作業時「Ａ様ですか」と尋ね返答がなかっ
たが13時からの患者とおもいそのまま検査を実施したが､実際は14時予定の患者であった
人工血管置換術にて、左外腸骨動脈の縫合後、医師が針を持針器につけず糸を切り、そのまま 持針器に針がついておらず、手で受け取った。また、手で受け取ったまま、すぐに処理せず違う作
「針２ヶあるね。」と２人で確認し、看護師は左手でそのまま受け取った。そのまますぐに手かけ水 業を行った。指でしっかりつかんでいたため大丈夫だと思った。 動作が交差していた。
を右手に持ち、手水をかけた後に針を処理使用と左手を見ると針が１ヶしかなかった。周囲とゴミ
箱などを探すが見当たらず。大膿盆の中を見ると、中の血液内に沈んでいた。
人工血管置換術施行後の７８歳の患者。右内頸ＩＶＨより手動で点滴管理を行っていた。本来９０ ・手動で速度合わせをしているが患者の体位、落差に配慮出来ていない。 ・患者は高齢であり、
ｍｌ／ｈで投与すべきところ、点滴交換から２時間２０分間５００ｍｌ／ｈで投与されてしまったことを リスクが通常よりあることへの意識が低い。 ・速度調整から次に確認する時まで時間が空きすぎ
発見する。始めの速度調整時の患者の体位は座位、発見時は臥位だった。一時的に患者の心拍 ている。
数上昇、動悸出現が認められた。
人工呼吸器（LP-10）の回路交換後、回路を洗浄するためにセットをばらすときに呼気弁側の蛇管 青緑色のものがカビかどうかわからないが、回路の消毒・滅菌過程に問題があったのか、患者に
の内部に青緑色のものが輪状に付着していた。
装着してからの管理の問題なのかはわからない。いずれにしろ汚染には違いない。
人工呼吸器（LP-10）の回路交換時に一旦加温加湿器の電源を切り、交換後電源を入れるのを忘 回路交換後、チェックリストに沿って点検を行ったが、加温加湿器のチェック項目がなく見落とし
れた。約1時間後、準夜勤務者が呼吸器の点検をするときに気づいた。
た。交換は看護師２人で行ったが、もう1人の看護師は先に物品の片付けのため退室していて点
検時のダブルチェックをしなかった。
人工呼吸器（サーボ）に係る事例。痰を吸引する際には、気管切開後にサーボにコネクターを装着 機器取扱いについての医療機器業者の説明不足（旧式と新式の器械の互換性及び危険性など）
し、装着部に空けてある小さな孔から吸引する。しかしこれは古い型のサーボに装着すべきであっ による。
たのだが、新しい型のサーボに装着して吸引したために強い引圧がかかり、その結果、器械が故
障してしまった。患者には被害がなかった。
人工呼吸器（ベアー33）の回路交換後、回路を洗浄するためにセットをばらしているときに蛇管の 黒ずみがカビなのかどうかわからないが、痰などのたんぱく質が付着しているとカビが発生しても
中を覗くとウォータートラップのYピースと接続してあった側の内側に黒かびのようなものが輪状に おかしくはない。熱線が通っていても蛇管の中はある程度加湿されている。回路の消毒、滅菌過
付着していた。
程に問題があったのか、患者に装着してからの管理の問題なのかはわからない。
人工呼吸器からウィーニングのためＴピースとなった。アクアサームを使用した。その４時間後、痰 アクアサームの観察事項が十分理解できていなかった。 アクアサームの蒸気の量はこのくらい
が粘ちょうになり医師が吸引の際に蒸気が少ないことを発見した。アクアサームを交換し蛇管を短 だという思い込みがあった。
くした結果蒸気の量が増える。
人工呼吸器でサーボ使用中、自分で挿管チューブを抜いてしまう。再度入れなおしてもらう。
昨夜も不穏状態で鎮静剤なしでつないでいた。
人工呼吸器で呼吸管理をしている患者さま。腹部膨満・排便なく点滴にて排便コントロールしてい 確認が不十分であった。また、確認の際に声を出して確認をしていなかった。
た。主治医の指示では生食１００ｍｌにプロスタルモン２A混注、生食１００ｍｌにパントール２Aの指
示が出ていた。しかし、実際には生食１００ｍｌにプロスタルモン１Aと生食１００ｍｌ・パントール１Aし
か出ておらずそのまま間違いに気付かずに混注してしまう。準夜帯の点滴を準備している看護師
にパントール１A・プロスタルモン１Aが残っていると指摘され間違いに気付く。
人工呼吸器のアラームが鳴ったため訪室すると、気管カニューレを自己抜去していた。すぐに医師 ・ベッドを挙上する際に、自己抜去の危険性に対する配慮が不足していた。 ・観察が不足してい
に報告し、再挿入され呼吸状態は安定した。許可を得て上肢の抑制をしていたが、覚醒を促すた た。
めベッドを挙上しており、身体をずらし抜去していた。
人工呼吸器のモードが違っていた。
吸引後の再確認ができていなかった。
人工呼吸器の加湿器のスイッチが入っていなかった。
加湿器のスイッチがあるのは知っていたが、入れ忘れた。
人工呼吸器の加湿器の蒸留水が無くなっていることに他の看護師が気付き補充した。
確認不足
人工呼吸器の加湿器内が空になっていた。
申送られたときに確認しなかった。
人工呼吸器の高圧アラームが鳴るので訪室する。気道内圧が１０以下に下がらないので不思議 通常は透明なチューブだが２つとの不透明は間違えるということからブルーチューブになったが、
に思い確認すると、気道内圧チューブと呼気弁チューブが逆になっていた。
他の機種ではブルーは気道内圧チューブなので待ちがえてしまった。
人工呼吸器の酸素が流れていなかった。 ハーバード浴から帰り、人工呼吸器を再始動させた
確認不足
が、酸素を止めてあるのに気がつかなかった。
人工呼吸器の接続の患者さんの体位変換の時に、気管カニューレとの接続部をはずして、実施す マニュアルの不遵守、技術の未熟さ、連携のまずさと忙しくて、他に気を取られ、安易な実施行動
るマニュアルになっていたが、互いに声掛け合わずに実施して、気管カニューレが抜けた。抜けた を取ってしまった。
後直ちに挿入され、大事に至らなかった。
人工呼吸器の接続部のはずれ
接続部の緩み
人工呼吸器の設定を指示どおりに確認していたが､引継ぎのときに設定値の記載が異なっており 自信がないまま曖昧に送ってしまった
曖昧に送ってしまい指摘をうけた。
人工呼吸器の設定を変更していたが、確認できていなかった。
Ｄｒが指示変更していた 交代時のチェックができていなかった。
人工呼吸器をチェック時、呼気側にサーモメーター（温度計）がセットされていたのを発見する、回 回路セット手順の確認不足
路セット者不明、患者状態変化なし
人工呼吸器を使用開始。加湿器の電源を入れ忘れたまま使用した
確認不測
人工呼吸器を片付けようと思い、消毒液に浸水してはいけない回路内の電熱線を消毒液に浸水 オリエンテーションで説明は受けた。その場でよくわからなかったが、手順を確認しなかった。
させてしまった。浸水してあることを発見し、その後の使用には障害はなかった。
人工呼吸器管理中、加湿器の水を補充するのに水を出したまま側を離れ、そのまま忘れてしまっ 危機意識に欠けており、集中力も低下していたと思われる。このリスクを軽視していた。
た。その為、呼吸器回路内半分まで水がたまり、患者の血液酸素飽和度の値が下がってしまっ
た。
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改善策
生年月日などの確認方法を取り入れないでしまった。
オリエンテーションの際、上部内視鏡で組織生検を行なった場合、粘膜保護剤を処方処方すると
説明されているが、組織生検という表現において特定した生検部位が明確でないことにも問題が
ある。内視鏡看護業務手順には記載されているが、当事者が入職後、改定中であったため手順を
見る機会が少なかったので手順の改定を急ぐ必要がある。
受診者が受ける検査が、どれとどれか解るような一覧表を作成して、受診者に持っていただき、終
了項目には係員が押印するように実施した。
声かけは欠かさず実行。転倒の危険性がある患者さんには、手を取って案内･移動する。オージ
オルーム入り口に「足元注意」のラベルをはり、患者に注意を呼びかける。

調理機器の使用に際し、使用前・使用後の確認の徹底を指導
患者確認は自分で患者自身から行う
持針器に針が付いていない時には、モスキートペアンなどにはさんで膿盆内に入れておくか、
シャーレに入れておく。 ３人で手術する時には、事前に手かけ水を第２助手に依頼する。 針、器
械、ガーゼという優先順位を頭に入れておく。
・入院患者は様々な体位を取れるので、その患者の行動を把握するとともに、一番落差がある仰
臥位での速度度合わせを行い、最高速度を調整しておく。 ・高齢患者に急速投与された時のリス
クを考え、こまめに速度調整を行う。
回路の汚染があった場合は速やかに交換する。
点検時のダブルチェックを必ず行う。チェックリストに加温加湿器の項目を加え、確認サイン欄も連
名にするなどの見直しを行う。
同種で、新旧複数の機器を有する場合には、機器の取扱い説明を充分に受ける。

蛇管が分泌物などで汚染された場合は速やかに交換する。蛇管内の水滴はこまめにとる。
アクアサームの使用方法をスタッフ全員で勉強した。
１．不穏時は鎮静剤の使用を。 ２．抑制の状態の確認。 ３．サーボの必要性
病院で決められた注射確認方法を徹底する。声に出して確認する。混注時は、再度注射ワーク
シートと照らし合わせて確認し間違いがないか確認する。

・チューブ類のトラブルを防止するためのマニュアル整備中。
吸引処置後は、必ず設定モードを確認することを再教育
使用前と使用中の点検票を作成し試用する。
２時間後とに加湿器の温度を確認するのでその時に蒸留水の量も忘れずに確認する。
申送られた後の人工呼吸器の点検遵守
どの機種であっても間違わないようにカラーの統一が必要である。色に頼らず、接続写真を参考
に点検を行う。
受持ち看護師が最後まで確認することの徹底と声がけの徹底。
マニュアルの遵守とセルフモニターを高めてもらうために、再度個別教育実施し、技術の確かな実
施をしてもらう。気づいたら声かけあう、環境づくり。
吸引前後の接続部の再チェック
自信がないときには曖昧にせず誰かに確認する。呼吸器の設定が違っていると感じた場合には
直ぐに確認する
交代時のチェック強化
人工呼吸器全てに回路セット図、組み立て順の写真を付けて再度確認を実施するように呼びかけ
る。
呼吸器の使用開始の時は基本に忠実に行う
手順通り行う。手順を見る習慣をつけるための教育を行う。
加湿器へ水を補充する時は、必ずその場を離れずに見ている。
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具体的内容
人工呼吸器使用患者の気管内挿管チューブのカフ圧を測定時、エアーを注入する部分のアダプ
ターがはずれているのに気づいた。エアーの出し入れができない状態となっていた。 すぐに医
師に挿管チューブをいれかえてもらった。患者に異常はなかった。

背景・要因
改善策
ＩＣＵでは、通常、気管内挿管チューブ（経口、ポーテックス製）のカフ圧測定時に、カフ圧計に耐
代用品を使用しない。必要な場合は、専用のチューブを使用する。
圧チューブをつなぎルートを長くして測定をしていた。 今回のインシデント事例では、耐圧
チューブでなく、延長チューブを使用していた。気管内挿管チュｰﾌﾞのカフ部分の赤いアダプターが
延長チューブにカチッと適合し、延長チューブの方についてしまっていたため、エアーの出し入れ
の機能ができなくなっていた。 今回使用していた延長チューブはニプロ社製で、通常輸液時に
使用するもので、2004年２月に製造中止となったものであった。
人工呼吸器装着し、セデーション中だったがａｍ抜管しセデーションを止めていた。会話への返答 危険性が予測されるかの判断が不足しており、適当な処置がされていなかった。
両手首抑制帯使用、手袋装着にて事故防止。
ありスムーズだったため、抑制（上肢）をはずしていたところＭａチューブ自己抜去していた。
人工呼吸器装着者の入浴後の装着忘れ。患者は自発呼吸がある為、入浴中は酸素投与のみで 人工呼吸器装着者の入浴に際しては、ベッドを離れる際にベッド上に「呼吸器確認ｶｰﾄﾞ」を置き、 人工呼吸器一台につき「呼吸器確認カード」と「呼吸器チェックリスト」を１セット付けること。医師、
よかったがアンビューバックをセットし酸素を接続し、医師付き沿いで入浴した。入浴後帰室、接続 入浴後ｶｰﾄﾞを取り装着を確認する。カードには意識付けと確認の意味があり、今回はカードにつ 看護師間の口頭での依頼については、必ず復唱することを義務付ける。
前に吸引。その後で新しい回転コネクターを接続する為待機していたが、別件にて病室を離れる。 いてはしてあったのか不明。情報の伝達について医師、看護師間の疎通が図れていなかったこと
離れる際に看護師に依頼するも、看護師は気付かなかった。看護師は何を頼まれたのかわから が要因。
ず、確認もしなかった。別の看護師が訪室した際、人工呼吸器の電源が入っておらず、回転コネク
ターも外れていた。ウィーニング中かとも思ったが主治医に確認。接続忘れとわかる。患者は呼吸
状態特に変化無く異常を認めていない。
人工呼吸器装着中、挿管チューブから喀痰吸引後、呼吸器の接続を行った。数分後アラームがな 人工呼吸器接続、エアーマットの動きの問題
チューブ接続をきっちりする モニター監視をしっかりする
り、呼吸器の接続が外れていた。SAO２は88まで低下したが、すぐ回復した。エアーマット使用中
で、チューブ接続をゆるくしてたことで、マットの動きで外れた可能性がある。
人工呼吸器装着中であったが、突然電源がおちる音がして訪問した所コンセントがしっかりはまっ ルート類が多く、コンセントは部屋を縦断する形で使用されておりスタッフがつまずいたりすると抜 足元のコンセント類に異常はないかを各勤務帯で確認をする。コンセントの配線は無理のない位
ておらずグラグラだった。
けてしまうおそれがあった。
置でセットする。
人工呼吸器装着中であるが，食事，歯磨き等は自己にて行えていた。訪室時，長座位になり，歯 カフエアー不足，痰量の増加，患者に体動時気をつけるよう声かけをする。気切カニューレ抜去時 気切カニューレ抜去時の対応の再確認をした。カフエアー各勤務帯で再チェック。
磨きをしていたが首を大きく動かし，気切カニューレが抜ける。すぐに吸痰しカフエアーを抜き，気 の対応について正確に把握していなかった。
切カニューレ再挿入しエアーをいれ再固定した。酸素飽和度の低下みられず，気切部違和感等見
られず。日勤者に申し送り，看護師で気切カニューレ再挿入してはいけなかったことを指摘され
る。
人工呼吸器装着中の患者の部屋の前を通りかかると、人工呼吸器のアラーム音に気づいた。訪 ・医療機器の保守・点検管理の問題
・機器とナースコールの接続で不備の発見をいち早く行えるようにした。 ・吸引、体位交換等の看
室すると蛇管の接続部が外れていた。即接続し、バイタル測定を行った。酸素濃度、その他のバ
護師の技術の再教育
イタルに異常は無かった。その他の接続部の点検を実施したが異常は無かった。定期的な吸引、
観察は実施していたがその際の固定、確認に不備があったのか今後注意していく。
人工呼吸器装着中の患者様で、体位変換後に気管カニューレを固定しているマジックテープが外 マジックテープま古くなっていた。 カニューレの状態の観察を十分に行わずに体位変換を行っ
マジックテープが古くなっている可能性があるため交換を行う。 これからは定期的に交換を行っ
れていることに気がついた。すぐにマジックテープの再装着を行った。片側が引っ張られているよう た。
ていく。
だったため、中間の位置とし装着した。次の勤務帯の看護師に状況を申し送った。
人工呼吸器装着中の児が検査から帰室し、その後、聴診するが聞こえず、腹満あり。当直Dr.に報 検査中に抜管したのではないかと思われる。
検査中の固定をしっかり行なう。 帰室後の観察をしっかりする。
告。抜管されていると確定。
人工呼吸中の患者の人工呼吸器のアラームが鳴り、確認すると人工呼吸器が停止していた。
医療機器の保守管理：業者による保守点検が約2年間なされていなかった。
業者、製造会社に自然停止の原因調査依頼。
人工骨頭置換術の手術中に業者より受取った清潔インプラントをケースから取り出す際に手を滑 器械台、作業台の整理整頓が不十分であった
物品の重要性を理解し十分な作業スペースを確保した上で作業に努める
らせ器械台から落下させてしまった
人工室関節置換術の術後で持続還流を施行している患者。術後１病日にＭＡＰ２単位を時間８０ ・業務、労働体制上の問題点 ・新人等の院内事故防止教育の問題点
・輸血時の知識を深め、看護についての観察を学習する ・マニュアルに沿った看護の実施
ｍｌの指示で開始していた。開始時に滴下はあわせたが、その後還流のアラームが頻繁で気持ち
に焦りがあり、輸血の滴下あわせを行わないでしまった。そのため１時間で輸血が終了してしまっ
た。患者に症状の変化はなく気分不快もなかった。バイタルの測定は実施した。
人工心肺操作中、貯血槽のレベルセンサーが設置面の固定が悪かったために誤作動を起こし
センサーの設置場所に問題があった。
センサーの設置場所を変更した。 貯血槽を誤作動の起こらないものに変更した。
た。連動でポンプが２～３秒間停止した。 直ちに再開したため、大事には至らなかった。
人工透析をされている患者さんで、本日ドライウエイトを変更指示があり、計算ミスで、除水量を多 確認不足、
ドライ ウエイト等変更後、計算はもう一度2人以上で確認する。
く除水してしまった。患者さんには影響なかった。
人工透析終了後、病室に戻らず、病院の送迎バスで自宅に戻ってしまったことを、運転手から報 患者への観察不足であり、管理ミスである。
行動観察を怠らないようにするとともに、人工透析終了後は、看護師が患者を迎えに行く。
告受ける。自宅に電話するも応答なかったが、夕方になり、近所の人に付き添われて帰院。
人工妊娠中絶後の患者の初回歩行にトイレまで付き添い、終わったら帰りも付き添うのでナース 患者の理解不足
患者の行動に注意を払う。
コールで呼ぶように説明する。 何度かトイレまで見に行き、トイレの近くにいた。 何度目かに見
に行ったときにはもう帰室した後だった。 訪室し、ふらつきなく帰室できたことを聞く。
人工膝関節術の第１病日目で、歩行器歩行までの指示は出ていたが、車椅子までしか行えてい 患者は高齢であり、理解度もいまいちであったことも有り離床の説明がしっかり行えていなかった 高齢ではあったが、トイレは排尿は自分でベッド上で行ってり、排便時は呼んでくれるだろうと思い
なかった。しかし、準夜帯便意があり、看護師に迷惑がかかると思い遠慮して自分で自室のトイレ と考えられる。また、夕方巡回した際にも、トイレのときは呼んで下さいと再度説明しておくべきだっ こんでいた。高齢で理解度の悪い方には、特にしっかり説明をすること、また紙面上で書いて渡す
までつたい歩きをし戻ろうとした時に、ベットサイドで患肢の膝をつき転倒しナースコールがあり発 た。
などの工夫も必要だった。
見した。創部の出血と、疼痛有り、他に異常なく、すぐベッドに戻し主治医に報告、至急のレントゲ
ンを送迎で撮り、特に異常ないとのこと。創部のガーゼ交換のみ行い、念のため翌日もレントゲン
の指示有り、それまで車椅子までの指示となり本人にも安静を説明する。
人工膝関節置換術の術中で骨を削る器機で大腿骨を削っている際に機械の刃が取れてしまい予 初めて扱う機器で刃を付ける際に確認し使用の前にも確認したが実際の使用時に刃が取れた
手術前に業者の人と機械や刃の取り付け方を実施確認する事にした
定以上に深く削ってしまった
はっきりした原因は不明
人工肛門より脱腸があり安静中の患者、 夜間トイレへ行こうと思いポータブルトイレへ移動した 痴呆症状があり安静の必要性が理解できなかった ベッド柵を３個固定にしていた 筋力低下が 繰り返し説明をすると同時に頻回に観察をする ベッド柵を４個固定にする 転倒アセスメントの見
時転倒される。 前腕部にびらんを認め消毒する。 他には異常を認めない
あり危険度が高かった
直しをする
人工肛門造設術後７日目の患者 手術後よりベッドアップにてめまい訴えあり離床進まず本日夕 筋力低下
頻回に訪床 手術後で筋力低下しているため１人で動かぬ様説明していたが理解を得られなかっ
は意欲あり夕食をベッドサイドで摂取２１時頃ベッド横で両膝を付き転倒している所をナースが発
た
見
腎・膀胱単純撮影の時に、患者さんのお名前を呼び「はい」と言って入ってきたので、撮影した。そ 業務手順、ルール、チェックの問題 システムの問題
患者本人確認を行う為に現在認証カードを作成中である
の次に撮影する人を呼んだら先ほど撮影した人が再度立ち上がった為患者誤認を発見した。 気
がつかなければ誤診に繋がっていたと考えられる
腎移植４日後の患者に、夕食後２本の点滴があることを忘れていた。消灯時、患者から点滴はな 担当看護師は、必ず指示書を確認するという基本的な手順を遵守しなかった。思い込みに対する 指示書の確認欄に、チェックがは一定いるかを確認するよう徹底する。
いのか聞かれたが、ないと思い込んでいたので気がつかなかった。その後、カートに点滴が残って 警戒感を持っていなかった。
いるのを見つけ気付いた。
腎移植後の患者に本来プログラフ５ｍｇ＋生食をトータル５０ｍｌにし０．５ｍｌ／ｈで投与の指示で ・指示書での速度確認を怠り、経過記録で速度の確認をしてしまっている。 ・２人の看護師（ＩＣＵ ・確認する時は必ず指示書で確認する。 ・確認する時は患者名、薬剤名、投与速度、投与量、投
あったが、ある時点から５ｍｌ／ｈで投与されていた。ＩＣＵの看護師は速度のチェック時、ＩＣＵの経 と透析室）が関わっているが、指示書の確認不足から早期の発見が出来ていない。 ・申し送り時 与経路、投与日時の基本項目の確認を徹底する。
時記録で確認していた為間違いに気付けず（５ｍｌ／ｈと書かれていた）。その日は透析があり患者 薬剤の内容の確認で終わっていた。
は透析を受けた。透析室で看護師がプログラフの追加を行なっているが、透析が終了し病棟へ帰
室時、透析室の看護師が速度の間違えを発見する。患者への影響としてはプログラフの血中濃度
の急速な上昇が認められた。
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具体的内容
背景・要因
改善策
腎移植後の輸液量の指示で、「前の尿量よりー60mlになるようにソルラクトを調節する」という指示 指示の医師と看護師の受け止め方の違い
具体的に確認する。指示表に具体的に書いてもらう
があった。口頭で「翌朝までにバランスがー1000mlになるように」という申し送りがあった。医師は1
時間のバランスがー60mlになるように指示をだしたつもりだった。しかし看護師は時間尿量からー
60mlを引いた量を末梢のソルラクトの輸液量にすると判断した。そのため、この患者はIVHより時
間70mlほどの点滴が入っており、結局バランスは少しオーバーバランスになってしまった。翌朝に
なって、指示に対する医師と看護師の受け止め方の相違が判明した。
腎機能が悪いため２４時間ｃｃｒの指示オーダーが出た。コップと検査伝票は作ったが蓄尿ビンを設 表示忘れ
フリーの人が見ても分かるように尿処理の板に検査中と表示する事の徹底。
置するのを忘れ、バルーンカテーテルの所にも表示していなかったため尿を処理されてしまい正
確な検査ができなかった。
腎機能の低下している患者のデータと、正常域の患者のデータを患者を取り違えて配信してしまっ 氏名入力のミス
十分確認して配信する。
た。治療自体に変更はなかった。大事には至らなかった。
腎機能検査で２４時間蓄尿を行っていた患者の蓄尿瓶に、他患の尿を入れてしまった。
受け持ちナースは、患者の検査を把握する事が必要。
自分用のメモの作成や蓄尿者の分かりやすい表示。
腎機能障害がある患者のため主治医からは造影剤を使わず単純ＣＴのみの検査依頼があった
業務手順の問題点
細心の注意で手順に沿った対応を行うよう部長から指導を行った。
が、申し込み内容を十分に確認しないまま造影剤を投与して検査をした。 検査後に腎機能の増
悪が見られたため利用剤の投与などの保存的治療により経過観察を行った。
腎食のキザミ食で、大皿料理をキザミ忘れ、後から刻むことにし、配膳車にのせなかった。食事確 ・調理者による用意のミス・盛り付け者が人数確認を怠り足りないことを調理者に伝えなかった・配 すべての工程で、不足分や変更点に関して早めの伝達を行う。また、確認後の再確認をおこなう
認の時、乗せ忘れを指摘し、調理者に伝えたがそのままになり、配膳するものが確認をせずに病 膳後に足りなかったものを指摘伝達してあったが、調理者が確認を怠った・病棟配膳に行くもの
棟へ配膳に行ってしまった。
が、提供者全員分完全に揃っているか確認せずに上がってしまった
腎食を食べられている患者様の朝食にパンをつけるところ、米飯をつけてしまった。看護師より何 業者の能力不足
教育業者の変更
度かあったとの報告があった
腎生検後１日目の患者が、エコー検査後帰室し、朝食摂取したあと１階まで歩いてしまった。深夜 生検１日目はトイレ歩行のみ可能であるということ、まだ院内を自由には歩けないということを念 パスの内容を確認し、その都度十分な説明が必要。特に安静度については、患者が誤解してしま
帯で、安静度の説明をするとき、エコーで出血の有無を確認したあとはトイレは歩いて行けると伝 押しして伝えなかった。
うような説明ではなく、明確に伝える。
えた。
腎生検後の安静度の説明をしてあったが、ヘルパーさんに、朝歩けるなら洗面所に行ってくれと言 看護師・看護助手間での情報の共有ができていない。 患者への説明の不足。
誰にでも安静度が分るよう表示するようにした。
われ、歩行してしまった。
腎摘術後２病日の絶食中の糖尿病の患者。6時、12時、18時、24時に血糖測定をしスケールでイ 思い込み。 伝票の確認不足。
伝票の確認。（血糖値を記載する前の記録も確実に見る） 業務に入る前は、引継ぎメモを見て不
ンスリンを施行していた。24時の血糖値が206mg/dl。翌日6時の血糖値が238mg/dlであったがイ
明な点は明らかにしてから業務に入る。
ンスリンを施行していなかった。食事開始まで血糖測定のみと思い込み伝票を良く確認していな
かった。
腎尿の検体が２つ提出されていたが、一つ検査せずに廃棄してしまった。
検体の確認不足
検体の配置方法の改善
腎盂尿管撮影のため造影剤の点滴を開始。滴下が悪く再穿刺を行い開始、終了し抜針した。 造 業務手順、ルール、チェックの問題
このNsは同様な事例が2回あり、再教育の対象とした。前回までは「不安な場合は先輩Nsに確認
影写真診断時に造影剤が思ったより流れておらず、何らかの異常があると判断し、CT撮影を追加
してもらう」「難しい血管の方の場合は変わってもらう」などの指導をしていたが、改善されていな
した。 その後別のNsより患者さんの点滴を行なった側の「上腕部全体に腫脹がある」との指摘に
かった為、手技、危険性に関しての教育、レポート提出を行なった
て気付いた。 事実上体内への造影剤の注入量は少なくなっていた事が分かった。もし気付かな
ければ、誤診、診断の遅れ、患者さんの腫脹への対応の遅れに繋がる
陣痛室にいる別の患者さんに抗生剤のカプセルを１個与薬するつもりだったが、同室にいる別の 申し送りがせまり、気持ちが焦っていた。
ダブルチェック
患者さんに与薬してしまった。（その患者さんには１７：５０に同抗生剤の点滴を行う予定であっ
た。）この患者さんは３２週頃ビクシリンを２週間内服していたこともあり、アレルギー等の危険性は
ないが、別の抗生物質や薬剤の場合ショック症状や過敏反応をおこすことも考えられるので、注
意するべきであった。
陣痛促進剤の点滴を輸液ポンプを使用して行っていた。３０分毎に１５ｍｌずつ流量を上げる指示 伝達が不十分 連携不足
持ち場を離れる時は申し送りをしっかり行う。 ポンプなどに指示内容が分かるように貼付してお
があり、１９５ｍｌまで上げたところで３０分のタイマーをかけてその場を離れた。指示には上限は２
く。
００ｍｌまでと記入されていたが３０分後、私がその場に居なかったために他の看護師が２１０ｍｌに
設定した。その後訪室した時に患者様から「２１０ｍｌになっているがいいのか」と質問され間違いに
気づいた。陣痛は２分おきに強くなってきていたので一旦１６０ｍｌまで減量して医師に報告した。児
心音、内診所見にも異常はなかった。
陣痛発来の産婦のカルテ・フィルムを取り寄せる為、事務当直に連絡する。 その後事務当直よ 不注意
助産録にＩＤ番号を記入の際は、患者の外来カルテ・診察券で患者とともに確認する。 患者から
り、スタッフが伝えたＩＤ番号が他患者のものであると連絡ある。 産婦が来院後確認し、助産録の
の電話対応時には、必ず患者にＩＤ番号を尋ねる。
記載間違いがわかる。 産婦の診察券でＩＤ番号を確認する。 助産録のＩＤ番号を訂正する。
靭帯形成手術中、大腿骨に挿入したガイドピンとドリルの先端部分が折れたままで手術を終了し 手術教育、機器取扱い方、の徹底。
報告制度の徹底。 手順・ルールの遵守。
た。 家族からガイドピンとドリルの先端部分の撤去を要求された。 再手術することとなった。
厨房で経管栄養調理した時に虫「ガガンガ」（外に生息している蚊の大きくしたような虫で室内では 最終確認のチェック体制・方法の問題
配膳直後の容器・中身の一個単位確認の実施。
生息できない）が栄養物に入ったと思われる。病棟看護師が投与する前に発見した。
水をこぼして歩いていますと、他患者様から報告があった。行ってみると患者様が看護室前から、 転倒防止のためコップに水を入れて歩かないよう注意しているが、患者様の理解が不十分だっ
コップに水を入れてあること零す危険もあるのと、それにより他患者様も転倒する危険もあるので
廊下を転々と幅広く水をこぼしていた。すぐにモップでふき取った。足元が悪い患者様でありすべ た。
再度指導する。
る危険があった。
水色スピッツ16本採血オーダーがあり、採血ホルダーと２１G採血針を使用した所、10本めくらいか 採血針の使用可能本数を知らなかった。
翼状針を使用し6本毎にホルダーと針を交換する。
らホルダー内に血液漏れが生じた。師長に報告し各科に知らせが渡った時に、他科の看護師より
採血針1本につきスピッツ6本までしか採血できない事を確認した。
水分の飲用を済ませベット柵を上まで上げたつもりであつたが、あがつてなかつた。隣の部屋に 柵の上げ方が、あまく完全に上の所で止まっていなかった。離れる時点で再度確認すべきであつ いつもは上げたらすぐに、確認するようにしているが、離れる時に再度確認をすることを忘れない
来た所で知らせてもらう。
た。
ようにしたい。
水分出納のバランス計算を間違え前日の分も加えて、計算してしまった。
思い込んでしまい、切り替えのスタート時間を見なかった。
水分出納のバランス計算の時は横軸の時間割を確認し、スタート時間を確認する。 切り替え時
間は、赤のアンダーラインが引いてあるので何の為なのか良く考え計算する。
水分出納バランスで、尿量不足時は利尿剤投与の指示があったが、指示を見落とし施行しなかっ 業務上、処置ごとに指示確認を行うことになっているが、指示確認を見落とした。
受け持ち患者の状態と治療方針の把握をし、処置ごとの指示確認を施行前後で行う。
た。
水分出納バランスの計算を間違え、前日分も計算に入れていた。
記録用紙の見間違い。
ルーティン業務ではなく、やりながら患者の状態把握とアセスメントを行えるような業務を行う。
水分出納バランスの計算を間違え、利尿剤の投与は不要な状態であったのに、計算を間違えた 計算間違いの可能性があるので、２度計算する。
利尿状態のペースや、持続点滴の速度など考慮に入れ、総合的に考える。
為、投与されてしまった。
水分出納バランスの結果、利尿剤の投与指示で施行した。その後ライン内の薬剤を注入と閉塞予 投与する際、注射器の表示を確認するべき業務をせずに、施行した。ルール違反と確認不足。
ルールの厳守。
防の為、ヘパリン加生食をフラッシュする際、間違えて隣に置いてあった利尿剤を投与してしまっ
た。
水分出納バランスの指示が新しく出ていた。リーダーから指示変更を伝達されたが、情報収集時、 医師指示の情報伝達の問題。看護師間の連携の問題
新しい指示があるときには、タックシールで注意喚起。看護師間の連携強化
見落とした。ＡＭ６時のｉｎ/ｏｕｔ＞１０００ｍｌ以上のとき、ラシックス＋ＮＳ１００ｍｌをいくべきところ、
無投薬であった。ＡＭ９時に日勤看護師が発見した
水分出納バランスを輸血量を入れずに計算したため、注入量が少なく計算され、本来行くべき利 知識不足。
記録のマニュアルの再確認。不明瞭な部分は指導を受ける。
尿剤が投与されなかった。
水分出納バランス計算で、１種類の点滴量を見落とし、計算をした。次の勤務者が間違いに気づ この薬剤のポンプだけ、別の点滴台についていた為、見落としてしまった。
持続点滴注入中のバランスチェックの際、指示表と照らし合わせて、見落としのない様確認し、バ
いた。
ランス計算する。
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9380
9381

9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394

9395
9396
9397
9398

9399

9400
9401

9402

9403

9404

9405

9406
9407
9408
9409
9410

具体的内容
水薬６ｍｌ分３を１回６ｍｌで病棟に上げてしまった。看護師の指摘により発覚し変更する。
水薬が昨日から１ｍｌから２ｍｌに増量になっていたにも関わらず、確認をしないまま、変更に気が
つかず、変更前の１ｍｌを服用させてしまった。あとで記録を確認したところ、２ｍｌに増量になってい
ることに気がついた。 特に患者には影響なし。
水薬が入っている容器に１回２mlの記入がしてある札がつけてあったにもかかわらず、容器に目
盛りが記入されていた。その容器に書かれていた目盛りは２mlより多く、朝、昼の内服で４mlずつ
投与された。夕の内服の前に、容器に書かれている目盛りは間違っていることに気が付いた。当
直医に報告し、夕の内服は止めの指示あり。母親にその旨を伝え、対応された。
水薬の残量が不足した。
水薬を２回（朝、夕）内服している患者であったが、伝票の確認を怠り、水薬を３回（朝、昼、夕）内
服している患者と同様に昼食後も内服させてしまった。
水曜日の選択メニューの患者様の食札を違う患者様の食札に貼ってしまう
水溶性プレドニン１０ｍｇ+蒸留水１０ｍｌで混注するところを、プレドニン15ｍｇ＋蒸留水10ｍｌで混
注してしまった。 すぐに間違いに気づき混注しなおした。
炊飯器で米を炊いたらきちんと炊けず固いご飯になり再度粥として炊きなおしたら、嚥下食の患者
に食べさせていたら粥の中に米の塊が出てきた。
睡眠剤の日数を間違えた。
睡眠剤を服用して、ボーとし尿意ありの為、ポータブルトイレに腰ようとしてバランスを崩し床に座
りこんでいた。
睡眠剤服用患者がトイレに行こうとしてベット下に倒れた。同室患者がＮＳ室へ連絡により訪室し
発見。患者に外傷，痛みなし。
睡眠中、麻痺側である右足がベットから落ちていた
睡眠中寝返りを打とうとしてベッドから転落される。 同室者のコールにて訪室しベッドの横に倒れ
ている患者を発見した
睡眠導入剤の処方があったが、調剤し忘れて看護師から指摘をうける。
睡眠導入剤を投与し入眠。朝部屋より鈍い音がし、訪室するとしりもちをついていた。

背景・要因
改善策
業務手順の確認
出庫時の調剤者、監査者に注意を促し再確認の徹底を図る。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 看護者間の連絡・引継ぎの強化。 処方内容の確認。 薬剤の容器などへの投与量の記入。 申
し送り簿を確実に把握しておく。
１回２mlと指示があったが、容器に目盛りが書かれていたことにより思い込んでしまった。

目盛りだけを見るのではなく、札と指示を確認すること。

与薬時の計量と残量確認が不十分。毎回の与薬時に少しずつロスがあったと思われる。
確認不足。

与薬時の計量と残量確認を確実に行う。
ベッドサイドで伝票を元にダブルチェックする。 原則を守る。

患者様データの確認不足
確認が足りなかった。

全てにおいて確認
一つ一つを確認しながら業務を行う。

食品の取り扱い、対処方法の確認

一度炊いたご飯で硬く炊けてしまったものは、使用しない。

他の薬と間違える。
排尿時は、ナースへの連絡をするようにしていなかった。

しっかり確認をしなければならない。
夜間排尿時患者にナースコールを使用するなど指導を行う。

睡眠剤服用患者の夜間トイレ利用の問題点。

睡眠剤利用間のない患者は夜間尿器利用させる。 患者の状況に合わせ、睡眠剤の処方変更。

環境の問題点：ベット柵を４つせずに、頭部２つのみだった
熱発されており、その影響が考えられるので観察が不足していた 転倒転落アセスメントシートの
記入がされていない 危険の予測をしていない
調剤・監査時の注意不足。 調剤、監査を同じ者が行った。
薬剤を投与し良眠されていたので、安心していた。座敷ベットにしていたので転落の危険は無かっ
たが、完全な防止対策ではないので、注意する必要があった。
患者の心身の状況変化への対応の遅れ 睡眠薬使用後の譫妄などの予測と対応のまずさ

ベット柵を４つし、転倒・転落に努める
入院時・ＯＰ後、転倒転落アセスメントシートの記入を行い、この時危険度の予測及び対策をして
おく
監査時は、マニュアルの手順で行うように、徹底する。
なるべく目の届く範囲で観察できる体制を整える

睡眠薬（ロヒプノール）を希望され、使用後入眠されていたが,物音がして訪室するとベット下の床
に倒れていた。｢ここはどこ｣等の発言が聞かれ、術前は理解力もあり、ＡＤＬも自立されていた患
者さんであるが、ロヒプノールによる一過性の術後譫妄状態となったようである。幸い,外傷も認め
られず経過観察となった
髄内釘（下腿）の手術の際、下肢牽引の準備が大腿用で準備した。
知識不足。準備確認不足。
数週間ぶりに眠剤を内服、トイレに行こうとして滑って転倒したもの。
眠剤により少しボーとして足元がおぼつかず、転倒してしまったもの。
数人の血糖を測定し終わった研修医から、Ａ氏の値が高いと口頭で伝えられた。Ａ氏のカルテに ・口頭で数値を伝達したこと。受ける際に数値を一緒に確認しなかったこと。
数値を記入し、リーダーナースに報告する。リーダーは処置を行っていたナースとダブルチェックで
インスリンを用意する。処置ナースが施行の為にベッドサイドへ向う。リーダーは数値を見直し、い
つもより高いと疑問に思い研修医に確認し施行直前で中止した。
数日前、創外固定器自己抜去されている。日勤帯でも、CVラインを引っ張っていることがあり、何 頻回に訪室していて、常に気にかけていたものの、朝食前の他患者の準備に追われ、目が行き
度も触らないように説明していた。ミトン装着し、抜去予防していた。昼食後、CVライン触らなくな 届かなかった。 自己抜去のリスクが大きいことを理解していたにもかかわらず、夜間であり入
り、ミトン外し、頻回に訪室するようにしていた。4時に確認時、入眠されていてトラブルなし。5時30 眠されていたため、大丈夫だと思い、ミトン装着をしなかった。
分、体位交換のため訪室すると、CVの固定はされたまま、自己抜去されているのを発見する。
数日前、他院で実姉を装い診療を受けた。当院耳鼻科に紹介となり受診の結果入院となった。入 当事者は無保険加入であり安易に他人の保険証を使用した。両親、本人に十分注意即国民健康
院の手続きをとり病棟にいった。病棟で姉と偽ったことが判明した。
保険の加入手続きを行った。
数日前から不穏状態にあったのでナースステーションの傍に病室を移動して観察していた。４時に 観察不足 不穏状態にあったが抑制等の対策を講じなかった。
巡回した時は覚醒していたが静かにしていた。３０分後に巡回するとベッドサイドに立ち末梢点滴
ラインを自己抜去していた。
数日前にも転倒し顔面を打撲 転倒には注意が必要であったためトイレまでの歩行は大丈夫かと ベッド上の環境整備 転倒転落等くりかえしいる患者さんについて最後臥床 坐位 するまで 見
確認しふらつきはないか見守っていた。その後ベッドから転落されたとのこと。ベッドにもどった後、 守り介助をする 最後の行動までできていなかった
床頭台の中にあるタオルを取ろうとしてベッドに立ちふらつき転倒したとのこと。当直医コール診
察、観察となる。
数日前より呼吸器状態悪化みられ、酸素もルームエアにて可能になったばかりの患者。又事故当 記載なし
日より３７度台後半の熱みられ安静を要したが、本人の自覚症状や理解力乏しく床上安静ができ
にくい状態であった。夕の食事をデイルームでとりたいという本人の希望があったが、準夜勤看護
師より安静の必要性を伝えられるも理解できず、自室の洗面所前で車椅子より転落されていると
ころを発見。本人説によれば右前額部を打撲したとのこと。血圧、熱、右前額部軽度発赤見られる
がレベル異常なし。
数日前よりせん妄状態あり。危険行動みられていた。準夜も頻回に訪室し、危険行動につながる 白血病、DIC併発で急に抗がん剤治療となり、骨への浸潤による疼痛のためモルヒネ使用してい
行動みられたため、20：40分リスパダール0.5ｍｌ与薬しその後、頻回に訪室したが、入眠していた。 た。痛みのためベッド上での排泄困難がありバルンカテーテルも挿入されていた。発熱による
23時、同室者より、Nsコールあり。訪室すると同室者のオーバーテーブルに両手をつき、足ガタガ Sp02低下にてO2吸入がナザーレで施行されていた。以上のチューブ類による混乱とモルヒネ使
タさせている。床、部屋、窓のそばまで血まみれ。点滴ルート接続ひっぱってはずれたあとあり。バ 用によるせん妄が起こった為と考える。
ルンカテーテルも接続部はずれており、尿管に挿入する茶色の部分のみ挿入されている。ひとま
ず、患者を椅子に座らせる。末梢冷感あり、チアノーゼあり。BP＝92/50 HR＝153 SAT＝94%。D
ｒへ報告し、診察してもらう。ひとまず、夜間は点滴行わず、Nsステーションから観察できる位置で
休んでもらうこととなる。
数日前よりせん妄状態にあり、危険行動みられていた。頻回に訪室し、危険行動はみられていな 患者がせん妄状態にあったこと
かった。15時40分、患者本人より「血が出よんじゃ」とNsコールあり。訪室するとCカニューラと延長
チューブの接続部はずれており、床,寝衣が血まみれになっている。患者、「引っ張ってとろうとした
んじゃけどとれんで、ここをグットまわしたんじゃ」と。バイタルサイン著変なし、自覚症状なし。Drへ
報告、経過観察の指示受ける。
姓が同じ患者の内服薬の配布時に誤認した。残薬があることでわかった。
多忙であり、体調不良で確認が不十分となった。
姓は同じであるが、名前が違う患者の薬が薬局から調剤されてきた。薬局へ確認すると名前の入 病棟での薬局が関わるヒヤリハット事例が多い。
力ミスであることが判明。
整形で電話予約での予定入院当日、神経内科に紹介受診の予定だった。事前に紹介状は届けら ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
れていた。連絡の不備で当日受診ができなかった。病棟看護師に指摘された。
整形のオーダーを内科のオーダーと思いこみ内科オーダーで採血スピッツを出した。検査室より 確認不足
連絡あり後日再度採血することになった。
整形ﾘﾊﾋﾞﾘの受付後、総合受付にて基本カードを渡す際に、Ａ氏を渡すべきを、Ｂ氏の基本カード フルネームでの患者氏名・ID番号での声だし確認の基本が出来ていない。
を渡し、患者からの指摘で間違いに気づいた。
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ベット柵を2点から4点にする 睡眠薬使用後は頻繁な訪室による患者観察の徹底

マニュアル活用。わからないことは必ず聞く。
転倒しやすい状態であり、普段から歩行時の状態を観察しておく。
口頭での伝達をせず、検査値を書いた紙を見て確認して受ける。

朝、主治医に連絡し、抜去となる。 週明けには、抜去の予定であったが、自己抜去のリスク高
いことを考え、医師に早期に抜去を相談していく。
保険証が本人であるかどうかの窓口業務 入院課の確認作業の充実
必要時には抑制もさせて頂く。家族の方に協力依頼をして付いて頂き精神的慰安を図る。
ベッド上の環境整備 患者さんの必要なものを行動を確認する 最後まで患者さんの行動を確認
する 薬の副作用でふらつき出現することで説明し看護師を呼んでもらうよう伝える
ベッドから離れる時必ず看護師を呼ぶことを訪室毎にこえかけをおこなう

危険行動のある患者は、すぐに目の届く位置で観察する。 頻回な訪室。 離床お知らせコールの
検討。

目のとどく範囲にいてもらう。頻回な訪室。家族の付き添いを検討する。

自分自身の意識を高めて、間違いそうな状況のときは、よりゆっくり対処する。
薬局長へ報告。個人的に指導をしていただく。
・電話での入院予約患者に対し、チェック表を改善見直しを行なう。
声だし指さし
確認の基本（患者さんに名乗って貰う。ﾌﾙﾈｰﾑでの患者氏名・ID番号の声だし指差し呼称の確
認）を守る
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9423
9424
9425
9426
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9428
9429
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9432
9433
9434
9435
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9437
9438
9439

具体的内容
背景・要因
改善策
整形外科で下肢の手術患者で手術前日にカミソリで剃毛を行った。翌日手術室で医師からカミソ 剃毛手順不備 剃毛を行っていること 技術未熟 傷が術後感染へ影響することを認識していな 剃毛廃止、電気カミソリの除毛のみとした。手順作成
リによる傷が数カ所見られ、かなり皮膚剥離があり医師から注意された。患者は剛毛であったが、 い
はさみや電気カミソリは使用していなかった。これくらいは大丈夫な傷と判断していた。
整形外科で入院中、内科処方薬が切れたため内科受診をする。前回の処方と一部違うことを患者 ・内服薬の中止、変更の場合は、指示の出し方の取り決めがあるが、記録もなく不審に思った。 カルテと処方箋を照合すると同時に、前回処方とも確認する。不明な点は必ず医師に確認する。
から指摘され、医師に確認したところ処方忘れであった。
・指示受け時に、カルテと処方箋が確認できていなかった。 ・患者さんに手渡す場合も、処方箋と
ともに本人と確認ができていなかった。 ・週に一度の診察にみえる医師であり、連絡が速やかに
取れなかった。
整形外科に入院時ミオナール３錠が処方された。同じ日に内科でもミオナール３錠が処方され、渡 確認不足。 入院中の他科の処方のあり方。
伝票等の確認の徹底。
す前に伝票で内容をチェックしたが、重複していることに気づけなかった。
整形外科に予約で来院した患者の診察前検査指示（内科医師が指示してあった）を行ってしまっ 整形外科は診察前の検査がある患者の対応が違い、複数の科を受診している場合は間違いの 指示カードを出したとき医師名を確認する。 予約患者の診察前検査の方法を各科統一し支障が
た。整形外科医師が気づく。
原因となる。
出ないようにする。
整形外科の休日緊急手術に呼び出されて手術室で準備をしていて、ＸーＰのイメージの入れ方を 骨折部位が上・下肢と四肢に及んでいたため、手術台を動かしロックを忘れた。
手術台を動かしたらすぐにロックをかける。手術台に患者様を移動させる前にロックを確認 する
考えて、手術台・麻酔器を移動し手術台のストッパーをロックし忘れる。 麻酔導入時に患者さまの
こと。
体動で動いたため気づいた。
整形外科の人工膝関節置換術の手術が終了し、病棟に帰るため手術台にストレッチャーを入れ 接続がはずれた時に、誰も見ていなかったため真実はわからないが、考えられることとして、スト ＳＢチューブなどのルート類は目に見えるところ(患者様のベッドの上など)に置き、接続部の確認
た後にＳＢチューブの接続がはずれていることに気がつき、主治医にはずれていることを伝えた。 レッチャーを接続した時にチューブが絡んでいた事に気がつかず、ストレッチャーを挿入したため がいつでも出来るようにする。 ストレッチャーを挿入する前にルート類がないかどうかを確認して
その時、患者様は全身麻酔から覚醒されていた。その後、再度ＳＢチューブを挿入する事になっ にはずれてしまった。又は、接続がしっかり固定できていなかったため起こってしまった。などが考 から挿入するようにする。
た。
えられる要因である。
整形外科外来で、在宅向けにシーネ固定が必要と診断し、家族に連絡・説明せずにシーネを発注 家族に対して、シーネが必要なことを連絡・説明せずにシーネを発注してしまったこと。
病状の変化・治療方針等については、その都度医師から家族等にたいして説明してもらう。
してしまった。 当該費用の請求書を家族に渡すが、支払いに納得がいかない旨の苦情を受け
た。
整形外科頚部骨折観血的骨接合術にて麻酔導入を別のベッドで行った後、手術台への（牽引台） 手術準備段階で本体部分設置のダブル確認は行われていたが、本体と詳細な各部分の接続は 確認の徹底と本体・詳細部分設置者の確認印を手術申し込み伝票の必要器械の欄へ捺印するこ
移動をする際、再確認を行ったところ牽引台の透視臀部台接続の差込が不完全であることを発見 当日同じ手術室にて複数の手術が行われたため、直前まで詳細部分は取り付けていなかった。 との徹底をすることとした。最終確認は医師と共に行う事とした。
し、調整を行った後、患者移動した。
詳細部分の取り付けに関して設置後の確認が不十分であったと考えられる。
整形外科手術に使用する機械が２つセットで準備されていた。交代したリーダー看護師は、理由を 交代時の伝達不足。
執刀医もしくは主治医、器械出し看護師に確認しながら開封する。交代時、不明なことは必ず確認
聞かず両方使用するものと思い込み手術中に開封したが必要なかった。
する。
整形外科受診後内科受診予定患者が整形診療時間が長引き内科受診時に熱が上がった。
患者状況観察、診察時間調整の問題点
初診患者で２科診療の場合内科→整形外科の順番で診療を行う
整形外科入院中の患者。糖尿病があり、血糖後スケールを見て確認していたつもりが、血糖数値 何度も確認したが、指示と現在の状態を判断し、少しでも不明、不安あれば先輩看護師に確認す 日勤帯から準夜帯への申送り時点で判明したことであるのと報告であった。申送りに使用するケ
を重視してしまい「術後食事再開後」の指示を見落とし、術後のスケールでインスリンをうってし
べきであった。
ルンにも明確に指示が記載されており、単純な思い込みによる見落としであると考える。声に出し
まった。先輩看護師の指摘有り。その後、すぐ患者の元へ行き血糖測定、低血糖症状の有無を確
て確認する。相手チームスタッフとダブルチェックをすることを確実に実施することが必要であると
認し、医師・上司に報告。経過観察となり、翌日医師より患者に説明していただいた。
指導した。
整形患者様からの苦情。前回点滴のみだけだったが１時間も待った。後から来た人が先に入って 点滴や採血の順番がわかりにくく自分が無視されているようにおもわれた。名前を呼んで順番に 整形医師がどういう考えで予約をいれているのか体制を考えてください
いっている。看護師が顔見知りの人を先に入れて名前も呼ばず目で合図している。予約がない時 中に入ってもらっていることの説明しても聞き入れず。当人予約１１時で実際に診察室に入ったは
は５時間も待った。 今回受診している人で受付が同じ時間ぐらいの人は３時間しか待ってない。 １２時になった。その前にまだ１０時３０分から１１時予約の患者様や再診９時台の前半の患者様
予約している私より先に終わったのはどういうことか、ここの看護師は顔は笑っているがやってい を診ておりどうしても予約が遅れる事やその日によって混み具合で待ち時間が違うことを説明する
ることはえげつない、と激怒し訴える。
も聞き入れず。担当医に上記苦情を言うとすっきりしたようで表情おだやかになり、いつもと変わら
ず退室する。月曜日の予約人数を調整し新患者再診患者等どういう風に診ていくのか再検討する
必要あると思われる。
清拭、更衣をしようとして、寝衣を脱がせたら背部に電子体温計があり、背部が一部赤くなってい ケアレスミス
巡視後の環境整備の確認
た。その後消失。右大腿の横に懐中電灯が置きっぱなしになっていた。
清拭しようとしたらカテーテルの先が出現しているところ発見。固定がきちんとできていなかった。 カテーテル固定法の教育
カテーテル固定法の徹底。
清拭のため部屋へ訪室。母に話し掛けた直後、ひとりで座って遊んでいた患児がベットより転落し ベット柵がしていなかった事に気がつかなかった。
落下直後、Ｄｒ．へ報告。診察してもらう。 ベット柵をするように母に説明。訪室時はベット柵を確
た。
認する。
清拭をしようと思い準備をしに行っている間、患者様を車椅子に乗車させ、腰ひもで固定をしてお 夫不在の為、一瞬でも不在にしたことにより転落してしまった。 患者様は痴呆症状があり、転落 車椅子乗車時は腰ひもではなく、車椅子の机などで固定し一人で移動しないように工夫する。 一
いたが、すり抜けてずり落ちていることころを発見した。
の危険性などを理解することが出来なかった。
人にするときはナースステーションなど人目のあるところで監視する。
清拭をしようと訪室した所タオルの上に自己抜針した末梢ルートが置かれているのを発見する。出 観察不足。体動の多い患者様で治療に対して理解が十分でないところもあった。
ルートの固定方法を患者様にあった方法に変更する。患者様に点滴の必要性について説明を行
血はなく止血されていた。患者様は何をしたか覚えていない様子。必要性説明し反対側の上肢で
う。
血管確保を行った。
清拭を家族と行っていた。家族の方が「とれました」と言われたので見ると点滴の接続部が折れて 観察不足 説明不足
家族と一緒にケアを行う時は点滴ラインや呼吸器には手を振れないように説明を十分行う。
いた。血圧が５０台まで低下。すぐにライン交換し接続したところ血圧１００ー９０台まで回復した。
清拭を行う際、手を拭こうとすると、末梢ラインが抜けていた。ベッド柵に引っ掛けたか、手を拭く時
に動かして抜けたか不明。
清拭後、両上肢抑制しておいたが、準夜帯で訪室すると左上肢でＮＧーＴを自己抜去しているのを
発見する。抑制がゆるんでいた。
清拭施行中に、更衣のため一旦輸液ポンプを止めた際にルートのクランプをしなかったため、ニト
ロールが過剰に投与された。
清拭時、袖を脱ぐ為前身ごろをはだけたところ、左上腕に貼付してあったデュロテップパッチが部
分剥離していた。いつ頃剥離したか分からないが、患者様の痛みの反応は出現していないが、今
後痛み出現の可能性もある。翌日が交換日であり、主治医に報告した所新しいものに張替えず、
痛みが出現した場合はボルタレン座薬を使用するよう指示がある。
清拭時ＰＴＣＤラインがベッド柵に引っ掛かり抜けてしまった。
清拭時にホクナリンテープが胸部に2枚貼付されていることに気がついた。1枚は日付が入ってお
り、もう1枚には日付が入っていなかった。患者様の状態に変化は見られなかった。
清拭時陰部洗浄を行った際、尿道カテーテルが抜けてしまった。
清拭時左側臥位にし、背部を拭き仰臥位に戻すと、ベッド柵とエアマットの間に腸瘻チューブの三
方活栓が挟まっていたため１０ｃｍ程度抜けてしまった。外科医師より、少し抜けた時の対処方法
を聞いていたので、その通り行い無事再挿入できた。レントゲン、ガストロフィン撮影を念のため行
う。
清拭終了後、表皮はくりし、出血していることに気がついた。（１ｃｍ未満四方）

患者は時々意識がはっきりする時があり離れるときは、抑制をする必要があった。

ラインがベッド柵などに引っ掛かリ、抜ける事がないよう環境を整える。

抑制帯がゆるんでいた。

抑制が必要な患者様は巡回時に抑制がきちんとできているかどうか確認する。

決められた確認作業を怠った。ポンプに中止時はクレンメを止めるのシールを貼っていなかった。 決められた確認作業を必ず行う。決められた注意を喚起するシールなどを必ず貼る
体動があり、デュロテップパッチが剥離の危険性を伴う事を予測し、デュロテップパッチに補強
テープを貼付してあれば、発生しなかった。 他の患者様はデュロテップのうえから透明シーとを
貼付したいる為、同様な事になることは少なかった。

摩擦の加わりにくい場所の選択。 自己にて剥離の危険のある患者様や、体動の激しい患者様は
補強の為の透明シートを貼付するようにする。

観察不足 注意不足
1日1枚交換し、交換時に日付を入れる決まりになっていたにもかかわらず、記入がされていな
かった。
留置中のライン類などがある場合、処置などの際気をつけて行う事をしなかった。
三方活栓が引っかかっていたのに気付かず、体位変換をしてしまった。患者確認不足。

ラインが入っている患者様の清拭はラインにも気を配り行う。
テープに日付を入れることの決まりを守るように病棟へ伝達する。
処置中のライン類の管理。
色んなチューブ等が付いている場合、移動時しっかり示唆呼称確認を行ってから実施する。慌て
ず２人で行う。

清拭後、皮膚の抵抗力がないのに少し力が入りすぎた。(清拭時強く拭きすぎた）

皮膚の状態に合った清拭方法を考えていく。１）患者さんの状態の把握をする。２）高齢者は皮膚
が乾燥傾向であるとともに皮膚の抵抗力が低下していることを年頭においてケアーにあたる。
看護助手担当に確認したが、その前は硬かったと説明があり。 状況を職員に確認するが不明。 不明のため、対策がとれず、要観察となる。

清拭中、右股関節部の腫脹を発見。拘縮のため、股関節が開脚しないはずが３０度ほど開脚し
た。右下肢他動にて苦痛表情あり、主治医に報告し、股関節レントゲン撮影したが、明らかな骨折
はなし。脱臼もなく湿布対応の指示を受け、経過観察となる。
清拭用タオルをベッド上に置いたことを忘れ、体位交換をしてしまい、熱傷を負わせてしまった。
単純な作業順序の見落とし。日頃からの、清拭時のタオルの取扱いの徹底不足。また、患者の状 清拭用タオルは使用時しか取り出さないことの徹底。また、熱したタオルはベッド上に置かず、ワ
態（頚椎損傷による下肢痛覚等の欠如）を十分に考慮されていなかった。
ゴンもしくは発泡スチロール容器等に入れるようにする。
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具体的内容
背景・要因
改善策
清掃員に呼ばれ看護師が訪室したところ、患者の体が半分転がるような形でベッド柵とマットのす ・患者は寝たきりで自分で体を支えることが困難なので、側臥位にする時に、転がってしまう可能 ・患者を側臥位にする時には体交枕を使用する ・状態観察の強化
きまに頭をはさまれていた。外傷などみられず、医師に報告し様子観察となる。その後も変化な
性があることを予測できなかったこと ・ベッドのマットサイドとベッド柵の間にすきまがある
し。
生化と検血の指示があったが、検血分のみ採血し提出する検査室より連絡あり採血忘れに気づく 検査伝票の確認不足
カルテと伝票をしっかり確認する。思う込みで行動しない。
生け花（レクリエーション）の際に、花を口元に運んでいる患者を発見した。 →持っている花のつ 注意不足であった。
ぼみがちぎれており、患者の口元がもごもごしていた。 →口を開かせようとしたが開けてくれず、
開けたときには何も無く、飲み込んだ状態だった。 →看護師に報告、体調に変化は無かった。
生化学のＴＣＨの項目を未入力のまま検査実施してしまった。検査科内での再チェックで発見し検 ＴＣＨが依頼用意の他の項目と離れた場所にぽつんと依頼の記入があり、そこを見落としていた。
査は実施した。また、生化学のデータは緊急ではなかったので患者さんの診察にも影響なかっ
検尿の指示があいまいだが、尿検査はありますとの看護師のコメントに集中し、全体の確認がお
た。
ろそかになっていた。
生化学機器分析中にＣａの試薬を２容器に分けてセットして測定中、1本目の容器が空になり､2本 ２容器に分けて測定したことが問題
目の容器に自動的に移行し､測定開始した際、Ｃａ値が実際より高値に示されるようになり8名分の
検査値に影響が出た。その結果1名には投薬がされた。
生化学検査の検体が溶血していたので、意思に確認を依頼したが看護師が別の検体を持ってき 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
た。 採血のし直しをした。（患者に負担）
生化学検査の測定装置718０で検査中、一部の項目のデータの信頼性がなく別の装置EA06で再 緊急時の検査で普段担当していない機械での検査だった 測定装置718０で検査した値が信頼性
検査測定したときにCAL中に使用する標準液を間違い血液検査にもかかわらず尿量の標準液で にかけているのも問題
CALを行い、血液検査を進めてしまった。
生化学検査メニューと共にCRPの測定指示があったにもかかわらず。漏れてしまった。外来よりの 見落とし
指摘で気ずき、至急検査し提出した。
生化学検査検体を遠心後、分析機にかけようとした時、ラックごと装置にぶつかり手元から落ちて 午前中の、緊急検体が集中した時間帯で慌てていた為と思われる。
しまい、血清をこぼしてしまった。患者様へは説明を行い、検体はもう一度採取しました。
生検カップに名前を書かずに置いていた為、別の患者さんの組織もいっしょに入ってしまった。
生検後、生検カップに名前を書かなかった。
生後１１ヶ月の乳児が気管支炎で持続点滴を行っていた。ソリタＴ３を輸液ポンプ２０ｍｌ／ｈで滴下 ・輸液の種類によって注入速度を変更する。 ・輸液を変えた時に輸液ポンプの表示の確認をして
していた。ＡＭ６時からＡＭ７時は生食５０ｍｌにメロペン０．３ｇを入れて６０ｍｌ／ｈに切り替えた。１ いない。
時間で終了した後は、ソリタＴ３の持続点滴に変えたが注入速度を変更することを忘れて６０ｍｌ／
ｈのままとなっていた。検温時に付き添っていた母親が注入速度の違うことを看護師に指摘をし
た。
生後１日目の沐浴時に体重測定すると生下時の体重より９８ｇ増加していた。主治医が母親へ説 体重測定時に計測方法の確認をしていなかった。 測定前に０を確認したが、測定の時に何も触
明した後に生下時の体重を訂正した。
れていなかったかを確認していなかった。
生後２日目の児に日勤帯で5%ブドウ糖液が経口摂取されていた。準夜に入ってすぐ、看護記録を 出生２時間後児に低血糖があり５％ブドウ糖補足していた。「以後搾乳又はミルクを３時間おきに
読んだ産婦人科医から「指示ではミルクのはずだがなぜブドウ糖になっているのか」と質問があり 経口摂取」の指示となり、看護記録に指示の記載があった。翌日の口頭申し送りでは、その時点
間違いが起こっていたことに気がついた。指示があった日の看護記録にはきちんと指示が記載さ では母乳でほとんどまかなえており毎回のミルク補足でなくてもよいとなってしまっていた。
れていた。
生後4日目退院診察を4日目に施行してもらうのをのを忘れ、翌日に回した。
授乳時間がきており自分の気持ちにゆとりが無く、メモを見落とした。
生後5日目に全例新生児を対象に検査を実施している。検査以来は出生時伝票を記入した上、 システム不備
Ｅー２検査室へ提出し管理されていたが、生後５日目退院の２名は検査が未実施のまま退院とな
り翌日検査未実施だったことが検査技師により発見された。新生児室スタッフの確認は義務づけ
られていなかった。退院翌日病棟スタッフから当人へ電話連絡し、来院・受診の指示をした。
生後一日目で無呼吸発作を頻回に起こしていた児を、窓越し面会が終了し電源を一度切り移動さ 心電図モニターの電源を一度切った後に、アラーム設定が正しくなされているかを確認しなかった
せた。電源を切った際にアラーム設定がオフになっていることを確認しなかった為､アラーム設定オ ために起こってしまった。
フとなったまま深夜帯まで気付かずに経過していた。児は無呼吸発作を起こさなかったため児へ
の侵襲は幸いなかった。
生食１００ＣＣ・ペンタジン１５ｍｇ・アタラックスＰの処方をソリタＴ３ ２００と補液を間違えてセットし 他の患者でソリタＴ３ ２００・ペンタジン１５ｍｇの処方があり、思い込みでセットした。
た。病棟での確認できず、混注した後に気づき廃棄とする。
生食１00ml（ザンタック50ｍｇ・ポララミン５ｍｇ・デキサート24ｍｇ混注）とソルデム3Ａ200ml（ナゼア 一人の患者の点滴であるが、一つのトレイの中で2種類の点滴の準備をした。複数の点滴を慌て
0.3mg混注）を同時に準備していたが、ソルデムに入れるナゼアを間違って生食の方に混注してし て準備しようとし、確認不十分であった。 準備できた点滴をシールを貼って区別していなかった為
まった。生食の点滴が全開速度で行うため、次のソルデムの点滴も一緒に用意しておこうと、同じ と、混入の終了したものと未だの物を同じ状態で置いていた。
トレイ上で準備をしていたが、生食の方を準備したあと勢いでナゼアも生食の方に続けて混注して
しまった。 高価な薬液を破損した上に、患者さんを更に待たせてしまった。
生食100ｍｌ、シグマート1ｖ、ヘパリン3ｍｌの内容の点滴が10ｍｌ/ｈで行っていたが、次回追加よりＳ 点滴追加時に正しく確認が出来ていなかった為
Ｔ３ 500、ヘパリン10ｍｌの内容が20ｍｌ/ｈに変更になっていたことを、点滴準備時のダブルチェッ
クではわかっていたが、追加時に確認不足で10ｍｌ/ｈのまま行ってしまった。訪室時に10ｍｌ/ｈで
あることに気付き20ｍｌ/ｈに変更した。４時間の間正しい時間量で点滴が投与できていなかった。
生食100ml＋キサンボン40mlの指示を別の患者の生食＋ミノマイシン100mlを施行した。点滴が終 ・点滴準備時、ナースコール対応のため作業を中断した。 ・点滴準備時、マニュアルに沿ってダ
了し同僚が抜針時に気づいた。患者および家族に事情を説明し理解が得られた。
ブル確認を実施したが、患者に点滴施行時も確認をすることになっていたがしなかった。
生食100ml＋セファメジン１g ２Bに指示に対してセファメジン１gキッドを施行してしまった。
２Bの指示を見落としたことと、セファメジン１gキッドと生食TN＋セファメジン１g使用の違いが理解
されていなかった。
生食１００ｍｌ＋ソルコーテフ１００ｍｇを１１月２６日にＤｉｖで与薬する予定が、前日に実施した。
左耳下腺腫瘍手術当日で、顔面麻痺出現したので、ソルコーテフ点滴の指示が出た。臨時でプリ
ンタから処方箋が出ていたのでどうして使用するのかＤｒに確認もした。ダブルチェックしていたが
Ｄｉｖしてしまう。麻痺と知り焦った。
生食１００ml+デカドロン8A+ガスター1Aの指示の点滴にカイトリル1Aも入れてしまった
確認不足・ダブルチェックがなかった
生食１００ｍｌ＋プリンペランのところに間違って、ソリターＴ１２００ｍｌ＋プリンペランがセットされて 注射製剤をセットしている段階で別の患者さんの点滴製剤の返品があったりして台の上が繁雑し
いた。
ていたことと、注射の内容が似ている物があり同じものが２つあると思い込んでしまった。
生食100ml+ロセフィン2gを1日1回投与の指示だったが、指示の確認不十分でロセフィン1gしか溶 確認が不十分だった。投与量の確認を意識しておこなっておらず、基本的な確認が果たせていな
解せず実施してしまった。14時にその他の注射薬を準備する際、ロセフィン1gが残っており間違い かった。朝の忙しい時間帯であった。
に気づいた。
生食１００ｍｌ・ソルメドロール８０ｍｇ 1×の指示を ×２ 朝・夕で注射箱を作り（転記ミス）指示の 混合病棟で入退院・転棟・転室が多く業務が煩雑。 ダブルチェックが望ましいと思うが現状では
倍量を施行してしまう。翌日のリーダーが注射伝票をチェックして気付く。
困難。 個人が責任を持って実施するのが原則だと思う。 リーダーの転記作業が多い。転記の
段階でのミスのリスクが高い。オーダリングシステムの導入が望ましい。
生食100ｍｌ1B＋プレドニン10mg1A点滴静注の指示であったが誤ってプレドニン2Aを入れて点滴し 上記の処方で朝、夕2回の指示であったが朝の分が中止となっており、アンプルが残っていた。夕
てしまった。
の点滴準備時確認不足であった。
生食100mlとジェムザール１ｇを30分で点滴のところ計算ミスをして45分で施行
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
生食１００ｍｌに、フェジン２Apの指示のところ、１Apしか詰めずに施行してしまった。主治医に報告 ダブルチェックが不十分だった。点滴を詰めるときに、注伝を見ながら、行わなかった。
し、経過観察となる。
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誤飲が起こらないように、全職員で注意する。 花を持たせる際には、職員が付き添う。
ひとつのことに囚われて、確認作業が充分実施できていなかったので、今後は充分注意したい。
２容器に分けることを止める
業務手順の確認 連携の徹底
測定装置718０の精度管理 担当外の機器でもあつかえるように教育指導をする
再確認
作業手順を守り、確実に検査を実施すること。
同じ検査や処置が連続してある場合は、確認をより慎重に行う。多忙時でも怠らないこと。
注入速度、投与総量（予定量）等の確認を定時的行なう。マニュアルを遵守する。

生下時の体重測定を２度行う。 測定に影響する要因の確認を行ってから測定する。
口頭申し送りがうまく伝わらなかったため 指示を記載してある記事をみながらの申し送りをしてい
く。児は巨大児でありリスクを考えるべきであった。
発見した時点で、医師に報告すべきだった。
ルチン業務に組み込む

心電図モニターを一度切った際には必ず、アラーム設定が正しくなされているか必ず確認すること
を心がけておく。
処方箋を確認しながらセットする。 監査する薬剤師は厳密にチエックする。 病棟で看護師の確
認もしっかりとする。
点滴の準備は、慌てないで一つ一つ声だし確認をしながら行う。 一つのトレイで複数の投薬準備
を行う場合は、準備が完了したものはシールを貼って、他の物と区別しておく。現在の準備中の物
をはっきりさせる。
点滴追加時には正しく6つのＲをする必要があった。

・指さし・声だし確認の徹底。
画面をプリントアウトし最後の項目（量）まで正確にチェックする。
日付の確認。５Ｒｉｇｈｔの徹底。使用する理由をきちんと自分が理解する。
与薬時の確認マニュアルの徹底
確認の際、注射製剤の実物と注射箋、ラベルを照らし合わせながら１つ１つ確認をする。台の上を
整理整頓する。
時間的余裕をもって準備を行う。確認は基本に戻り、しっかり行う。注射薬を準備する前、つめる
時、患者さまに実施する前に確認する。
声だし・指差し確認の徹底。
準備時、思い込みをしないためにも、確認を怠らず、声にだし、指さしをして確認を徹底していく。
計算機による流量計算の導入
ダブルチェックを十分に行ったあと、詰めるときは注伝を見ながら詰めていく。
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具体的内容
生食１００ｍｌにエラスポール２５０ｍｇを時間４ｍｌで与薬指示。２４時間持続のため輸液ポンプで与
薬中であった。朝の点滴準備作業中に、注射作業台の上に追加用の生食とエラスポールである
事に気が付かず溶解した。また与薬時も成人用の輸液セットがついていたためと、時間４ｍｌを４０
ｍｌと見間違いをし約２時間で与薬した。医師報告後、血圧、呼吸の観察をし症状の変化はなかっ
た。
生食１００ｍｌにハベカシン２００ｍｇ混注の指示であったが、ダブルチェックの際にハベカシンが１０
０ｍｌしかない事に気付かなかった。待機医師に報告後、生食１００ｍｌにハベカシン１００ｍｇの点
滴の追加を行った.
生食100mlに抗生物質1.0gを混注するところ、２人に看護師で確認したにも関わらず0.5gしか混注
しなかったことを夕方気が付く。
生食１０ｃｃで混注するのを生食２０ｃｃで用意してしまった Wチェック時に気づき用意しなおした
生食200ml＋ヘパリン１万単位8ml/hを施行中の患者に、０時から5%TZ100ml＋ヘパリン１万単位
4ml/hに変更の指示が出ていたが、気付かず、９時までヘパリン１万単位8ml/hのままで施行して
しまった。日勤の看護師に指摘された。
生食２０ｍｌ＋ガスター２０ｍｇ、セファメジンαキット１ｇを２０時に点滴静注により与薬する予定が、
他の患者様に点滴静注により与薬実施した。

背景・要因
改善策
エラスポールを抗生剤と思った（薬剤の効能を知らない）。注射処方箋に輸液ポンプ使用の記載 低速度で与薬する薬剤の学習会。新薬教育。注射作業台に置くべき薬剤を明確にする。注射処
の決まりがない。準備時、時間４ｍｌの表示は確認時したが、成人用の点滴セット（１５滴で１ｍｌ）を 方箋に持続である事や輸液ポンプ使用を表示する。（オーダーリング導入時にはシステム確認す
つけた。持続の点滴追加分の保管場所に問題があった。
る）
用意してあったトレイの中には生食１００ｍｌとハベカシン１００ｍｇ１Apが準備してあった。

ダブルチェックを行う際は薬剤名だけでなくアンプル数や薬剤量の確認も徹底して行う。

確認不足。薬剤のなかにはｇ数の違うものが存在することの情報が不足し注意がはらわれにく
い。
前回が２０ｃｃだったので思い込んでしまった
点滴更新の際、点滴実施予定リストと照らし合わせて行なわなかった。

使用薬剤一覧表に容量が異なるものを記載し看護師に情報提供をお願いする。
思い込みはせず必ず確認する
点滴指示表を再確認、速度変更した。その後主治医に報告。点滴確認時、速度変更がある場合
は、変更忘れのないようにするためラベルにも記入し、点滴実施予定リストと照らし合わせながら
更新していく。
注射箋を患者様の足元のベッドネームの所に持っていき、物とネームをきちんと確認する。

２床室の夕食の食事介助を終え、身辺を整え最後に左手を抑制（今回間違って注射された患者
様）しているところへ、準夜の点滴周りをしている看護師が注射と点滴を持って、２ベッドの患者様
のところへ来て「ルートはなかったか」問われた。抑制しているすぐ上にルートがあり「ここにある」
ことを伝え、この時点では人違いということには気づかずにいた。生食とガスター、セファメジンと
言われたが処方箋は見ずに持ってきた注射と点滴を施行してしまった。その後違う準夜看護師が
発見し間違いに気づいた。
生食300mlのところを400ml滴下してしまった。
指示箋の見落とし、確認不十分
処置時のマニュアル厳守。
生食４３ｍｌにプログラフ０．５ｍｇ溶解の指示であったが生食４８ｍｌにプログラフ０．５ｍｇを溶解し カルテ、ワークシートをみていたにも関わらず、思い込みで薬液をつめていた。
カルテ、ワークシートと確認。他のスタッフとのダブルチェック。
た。溶解直後に誤りに気がつき、主治医に報告。もともとの指示は２．０ｍｌ／ｈであるが確認し、
２．２ｍｌ／ｈで開始した。
生食５００ｍｌ＋ヘパリンＮａ１万単位を２４時間（１０時ー１０時）で滴下する予定であったが、１２時 前々日の２１時に入院して、当日は２１時から１３時間で滴下する指示だったため、前日の１０時に マニュアル通りに各勤務帯の始業時に確認する。
間後（翌日０時１０分）に残５０ｍｌしかなかった。３８ｍｌ／ｈで設定されていることに気付く。医師へ 設定した看護師が設定を変更するのを怠っていた。 その後、設定が違うことを誰も気づかなかっ
報告し、終了後中止し、１０時から通常通りに開始することになる。
た。 担当者は速度を確認していない。
生食500mlにラシックス１Ａをいれ点滴中。8時に300mlあったが、30分後には、ボトルが空になって 患者の行動に伴う、滴下変動。
滴下の変動を患者さんにも確認して、行動してもらう。
いた。点滴は7時から10時までの予定であった。
生食５０mL にリスモダンＰを１A、３０分でDIVの指示だったが、生食１００mLにて施行してしまっ
調剤した看護師および投与した看護師とも処方との確認を怠った。
施行前にもう一度確認する
た。施行後気がついた。 また、調剤する看護師は別の看護師だった。 患者に影響はなかった
生食５０ｍｌ＋インスリン５０単位で製剤して持続注入しているが使用期限は作製から４８時間とし 確認不足
ラインの確認を行うときは残量や薬剤名のみでなく使用期限を決めている物は期限も確認する。
ている。本来は６時５分が使用期限であったので交換しなければならなかったが見落とし交換せ
ず、８時に日勤看護師がルートの確認を行っていて気づき指摘された。
生食５０ｍｌ＋セルシン１Ａを半量滴下の指示を受けた看護師Ａは、30分で滴下するように調整して 業務手順の間違い 指示伝達、情報共有のエラー
指示伝達方法の指導 移動後の患者観察（刺入部､滴下など）の徹底の指導
いたが、ボトルに半量の目印や時間の記載はしていなかった。ストレチャーから点滴ベットに移動
することになり、Ｂ看護師がその介助をしたが、Ｂ看護師には指示内容が伝達されていなかったた
め、ベットとストレッチャーの高さの違いで､滴下速度が変わり、全量滴下されてしまった。
生食５０ｍｌにイセパシン２Ａを朝ルートするよう指示されていた。１５：３０残りの注射薬を整理して ・注射を準備する際の注意不足 ・カーデックスには「２Ａ」赤ラインがひいてあり、注射伝票にも赤 ・注射伝票とカーデックス、医師の指示は必ず照合する。 ・薬剤を準備する際は、必ず指さし呼称
いた遅出看護師が、箱にイセパシンが１Ａ残っていることに気づいた。朝は１Ａしか入れずに施行 ラインがひいてあったが、注射伝票の「２Ａ」は右端にあり、見落としてしまった。無意識であった。 をする。 ・現在も行っているが、バイアル・アンプルが１Ａでなく２Ａや３Ａまたは２Ｖや３Ｖなど複数
してしまっていた。すぐに主治医に報告し、生食５０ｍｌにイセパシン１Ａ入れたものを追加で施行し ・呼称はしていたが、指さし呼称はしていなかった。 ・注射箱の残を確認していなかった。
のときや特殊なときは必ず、カーデックス控えと注射伝票には赤ラインを引くことを徹底する。 ・薬
た。肺血症の患者であり、指示された抗生剤を指示された量でいかない事で、病状の悪化も考え
剤を混入した後（準備し終わった後）は必ず、注射箱の残を確認する。
られた。今回は、遅れたが指示量は施行することができたので、影響はなかったと考える。
生食TK100ｍLを生食TN50ｍLでセット
生食50mLにニカルピン注50mLを加える指示のため全量が100mLとなる。50mL規格では100mL入 ニカルピン希釈は、医師セットメニューから入力するシステムを提案する
らないため100mL規格から50mLを抜いてその分のニカルピン注50mLを入れる方法で投薬される
ことを忘れていたため
生食の拭綿を使用しようと思ったら、アルコールの拭綿であった。
確認不足
きちんと確認する。知識不足であるため、教育指導を行う
生年月日の入力ミス
チェックの仕組みの問題点
確認の徹底
生理検査時伝票を手渡されたので、名前の確認をせずに実施し、検査結果に生理検査の指示箋 検査：手渡しで伝票を頂いたので、思い込んでいた。患者確認不足。医師：外来で、名前を呼んだ 必ず、患者名を確認のうえ診察、検査を行う。思い込まず、確認をこなう。
の名前を記入し渡したところ患者より名前の違いを指摘された。患者の話しによると、医師に伝票 ら入って来たので患者だと思い込んだ。患者確認不足。同じ、呼吸器疾患で、検査、薬の内容が
を手渡されたとのこと。内科受付に連絡対応を求めた。
類似していて、気が付かなかった。
生理食塩液１００ｍｌ＋アレビアチン１Ａ＋生理食塩液２０ｍｌ２Ａと言うオーダーが出されていた。実 指示の出し方が統一されていない。
医師に指示の出し方を分かりやすく入力してもらうように申し入れた。
施時に生理食塩液２０ｍｌはアレビアチン施行前後にラインに流すための生理食塩液である事が
私は理解できたが新人看護師などは分かりにくい指示であると思った。
生理食塩水２６０ｍｌにランダ２４０ｍｌｌを混注し投与する指示があった。準備をする時に生理食塩 判断不足 確認不足
指示シートをしっかり確認してから実施する。
水５００ｍｌから２４０ｍｌをすててランダを混注しなければならなかったが生理食塩水を捨てる事を
忘れ、混注をはじめランダが全量入らなくなり破棄することになってしまった。
生理食塩水500ml+キロサイド120mgをIVHより時間21ml/ｈで24時間持続点滴していたが、シャ
抗癌剤を時間43ml/ｈで持続投与していた他の患者がおり、同チームNsより時間を聞かれた時、 受け持ちＮｓが責任を持って点滴を開始すること。ケモ開始時に医師がラベルに注入量を記入す
ワー浴のため一時的にヘパフラッシュでロックしていた。患者より点滴をつないで下さいとNsコ-ル その患者と思い込んでしまい、誤った速度を伝えたことに気が付かなかったこと。手術出しのじか る。していない場合は受け持ちNSが記入する。
あり、他患の手術出しが迫っており、同チームNsが点滴を開始することになった。その時投与速度 んが迫っており、準夜Nsへの引継ぎ前の訪室時にも、点滴のルート・ポンプの設定確認していなっ
を聞かれ、時間43ml/hですと答えそのまま、チームNsにより点滴開始される。準夜Nsより20時ごろ かたこと。
発見され、Drへ報告し、全身状態に変化なかったため、時間18ml/ｈへ速度変更し投与継続となっ
た。
生理食塩水500mlを支給しなければならないところを生理食塩水（ﾃﾙﾓ）500mlを支給した。
確認不足、思い込み、知識不足
処方箋には薬剤の棚番号が印字されますので、そこでも確認が出来ます。看護師も受領時に照
合・確認を行う。
盛り付け時に主菜の魚を付け忘れ、そのまま配膳した。
調理師・栄養士が謝罪にいった。
盛り付け時の確認が不十分であった。
確認の大切さ。
精査中の患者さんは、絶食のため、トロンビン液（モチダソフトボトル１万単位）を、看護師から朝 患者さんは、処置に使用したものと同じ型の薬盃に入れたトロンビン液を手渡しされていた。看護 １．処置時使用の薬盃と内服の薬盃が同じ型のものは使用しない。当該部署では内服のためにプ
昼夕と手渡しされ１日３回内服していた。午後から処置室にてＩＶＨ挿入、確認のレントゲン撮影後 師の服薬、配布方法が一定でなく、トロンビン液をパッケージのまま渡す場合もあった。
ラスチックの薬盃を使用することとなった。２．処置後の物品や薬剤は使用した医師・看護師が責
病室にて縫合固定し直した。終了後、処置に使用したケンハーハイポアルコールが入ったままの
任を持って片付ける。そのためには使用物品の配置は限られた範囲を使用し、ばらつかせない。
薬盃を病室のテーブルに置き忘れた。 患者さんは、処置に使用したものと同じ型の薬盃に入れ
声に出して確認し合い患者の安全には充分注意する。３．看護師の服薬、配布方法が一定してい
たトロンビン液を手渡しされていたこともあり（看護師の服薬、配布方法が一定でなく、トロンビン液
ないことが問題であるので、誰でもいつでも確認できる方法を徹底しておくことが必要とされた。
をパッケージのまま渡す場合もあった。）、患者さんはその薬盃を見て、｢いつもより早い時間に薬
を持ってきたのかな｣と思い口に含み、ビリビリしたので吐き出し看護師に報告をした。看護師は上
司と医師に報告、ごく少量で気がつき飲み込んでいなかったため、数回のうがいで様子観察、そ
の後、患者さんには変化は見られなかった。
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具体的内容
精神科であるため、金銭の一部は病院で管理させていただいている。私の担当患者様から小遣
い帳が合わないと相談を受ける。確認したところ、小遣い帳の数字より５５６円多い金額を所持さ
れている。理由を伺うがわからないと話される。翌日ご本人から別の患者様が煙草を売ってくれと
いうのでわかばを２箱売ったお金が４００円ありましたと報告をされる。病棟ルールでもののやりと
りはしないよう説明する。
精神科の患者 抗不安薬 ワイパックス １Ｔ分２ の処方を２Ｔ分２ で調剤した。 自己監査の
上、払い出した。
精神科の閉鎖病棟である為病棟に鍵がかかっている。入浴のため、病棟の外にある浴室に向か
う為、病棟出入口にNSがついていた。他患者様が「看護婦さんがドアを叩いているよ」とおっしゃる
ので、病棟のドアを開けると、患者様が付き添いもなく1人でいた。
精神科開放病棟にいる歩行不安定な患者様が階段の方へ歩いていかれるところを発見する。幻
聴に左右されているようで、ここ３日間昼食後、同時刻に離院傾向が見られる。
精神科病棟での抗うつ剤内服薬の患者さんへの渡し間違い。
精神科閉鎖病棟である当病棟の入浴時、病棟の外にある浴室へ患者様を誘導した。病棟の入り
口のドアを開いた瞬間に、医療保護入院の患者様がドアから外に走り出してしまった。幸い中庭
への扉が施錠されていたため、他病棟に行く階段を上るだけで、院外には出なかった。
精神科閉鎖病棟の為、全てのドアに鍵がかけられている。２階のサブナース室の扉に職員専用の
鍵がドアノブに入れたままにしてあった。
精神障害のため介助を要する患者が、単独で入浴していた。本来看護師が判断し、入浴するはず
が、たまたまいた看護助手に入浴を希望し、看護助手は確認することなく、お風呂の鍵を開けてい
た。
精神状態が不調で落ち着かない患者に早めに夕後薬を内服してもらった際眠剤と夕後薬を逆に
内服させてしまった。
精神状態不安定な患者様が売店で購入されたテープの刃で左手首を切りつけ自傷行為を行った
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背景・要因
改善策
小遣い帳記載と現金残高の確認は、現金使用時随時実施しているが今までに小遣い帳より不足 Drと相談室相談し、１カ月看室預かりとし行動観察をしながら患者様と話し合いの上、自己管理へ
しているとの指摘を受けることがあっても、所持金の方が多いとの訴えを受けたことがなかった。 の移行を検討する。病棟ルールの説明と必要物品は必要時随時自分で買い物に行くよう、説明す
物のやり取りが予想されたが、ご本人から言ってくださるよう働きかけ翌日事実を伝えてくださっ る。
た。金銭管理が難しい状態かもしれない。病棟ルールについて十分な理解が得られていない。
他者が監査をするというダブル監査のシステムが徹底されていない。 病棟担当薬剤師が配置さ ダブル監査の周知と徹底 当該病棟の担当薬剤師の配置を検討、当該病棟の配薬車の整備を検
れていない特殊（精神科）病棟である。 担当薬剤師が配薬車等にセットしていない。
討
誘導、着脱介助者の連絡ミス。担当の場所を離れる際の声かけがなかった。確認が不十分だっ 業務分担を的確に遂行する。
た。
行動観察を密にしていたので患者様が階段を降りる前に見つけられ、お部屋に誘導できた。

本人の行動観察と主治医への報告を行う。幻聴・妄想についての対応の検討をしていく。

不明
退院の訴えが多い患者様もいるので入浴の際は、特に注意が必要であった。

１．Ｔ処方の調節。２．セット時の確認。
今後も入浴時、中庭側のドアを施錠して、誘導する。入浴前に、分担の徹底をはかり、離院傾向が
ある患者様に対しては男性職員が付き添い誘導する。

職務中は、鍵にくさりや紐をつけ体から離さないことになっているが守られていなかった。

鍵の取り扱いに十分に注意する。

・看護補助者の教育

看護補助者に対する精神障害の患者ケアの教育

夜勤の看護師が配薬車から薬を出しておいてあり、眠剤と夕後薬は別においてあったが、眠剤を
夕後薬と思い込み確認を充分せずに渡してしまった。
入院時に患者様が危険物を持ち込んでいないか物品をみせてもらっているが入院後の荷物
チェックは環境整備などを利用しておこなっていたがおろそかになっていた

主治医に薬の内容と併せて報告し指示を仰ぐ。夕後薬は２２時に内服するよう指示有り。患者の
父親に伝え謝罪する。
患者様の精神状態、言動とともに毎日の院内外出時間には患者様が自由に買い物をしていただ
いているが何を購入されているか注目し患者さまとともに危険物にたいする意識を高め必要であ
るかどうか考え処分、預かりの判断を行う
点滴台をベッドから離して患者の手の届かない所に設置する

精神的に不安定で胃管自己抜去の既往あり。眠剤滴下中にボトル刺入部からの点滴ラインの外 観察不足 眠剤の変更
れ
声がした為食堂へ行くと右側臥位に転倒。
床付近にある物が気になり、それを触ろうとしてそのまま倒れた様子。
声がするので見回ると、廊下に倒れている患者様を発見する。
観察不足
声をかければうん、ううんで返事が返ってくるが、寝ているときは、ｺｰﾙや発言はほとんどない状態
だった。寝てるときなど体が斜めになったままベッド柵の間から足を出して寝ていたり、何回か声
掛けしてまっすぐになるように治しても寝返りや、体がかゆくて動いていた。同室の患者さんと話を
し、部屋をでたところ廊下でドスっという音が聞こえたため病室に戻るとベッドの横に布団に包まっ
たまま座りこんでいた。すぐに先輩を呼び、看護師３人でベッドに戻しバイタルサイン測定し、病棟
医に診察依頼する。
声帯ポリープ切除術後の患者さまの抜管時の、カフエアを抜く際に注射器の接続が確実でなく、
エアが入った状態でチューブを抜管されてしまった。
青箋（カルテ用）で、ＡＭ分の注射指示が消されていた注射の指示が、赤箋（実施用）を見ると消さ
れておらず、実施されていた。すぐに終了し午後へまわした。
静脈ルートの逆流確認をしてから注射するところ、逆流確認をせずティプリバンを注入した。５ｍｌ
注入したところで患者様が痛みを訴えたため、刺入部を確認すると１０ｃｍ×５ｃｍの腫脹があっ
た。

観察不足 不可抗力

静脈注射２ｍｇを０．２ｍｇと実施した注射量と記録が間違っていた。

業務手順の確認

カフエアを抜く際に注射器の接続が確実かを確認する事を怠った。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点

見守りを重視。絶対に一人にしない。
寝る前にチアプリム、セレネースを与薬していることを頭に入れ、睡眠中でも定時のトイレ誘導を
行う必要あり
転倒転落を予測し早いうちから4点柵にしておくべきだった。早くに情報提供しみんなでまめに観察
していく必要があった

カフエアを抜く際、注射器の接続が確実かを確認し、２回以上エア抜きを行うようにし、確実にエア
が抜けるようにする。
医師から、指示をもらう時に赤箋と一緒に指示をもらう徹底。 医師にも徹底。

通常は入室後病衣を脱衣し、麻酔導入してから体位固定をするが、股関節に痛みがある患者様 ひとつひとつ確認すること。
だったため、導入前に病衣のまま体位の確認した。このため、いつもと準備の流れが違っていた。
また、術前診療の介助を終えて戻ってきたときに、外まわり業務を依頼され、あわてて業務につい
た。
静脈圧警報が鳴った為、ポンプ停止する。静脈圧が高かった為、静脈側穿刺部確認すると、穿刺 Hb中食事をする患者であったため、その時に抜けてしまったと考えられる。
透析中、食事のため起座になる患者さんのV側固定のテープを変更する。
針3/4程抜けていた。再度挿入を試みるも入らず、他のスタッフを呼ぼうとした時に抜針する。
静脈血栓予防装置のスイッチが腹腔鏡併用膣式子宮全的術の際ＯＮになっていないことを手術 操作ボタンの確認不足
静脈血栓予防装置装着時外回り看護師が最終的に確認する。手術記録には「静脈血栓予防装置
終了後に気付く。手術時間２時間３０分。体位は砕石位
装着」ではなく「静脈血栓予防装置スイッチＯＮにする」と動作確認したことを記載する。
静脈性腎盂造影の検査で造影剤イオパミロンを使用した際、嘔気あり唾液用吐物嘔吐する。外来 診療録の記載が不十分 患者家族への説明・指導・教育が不適切・不十分 不適切な管理
感染症及びアレルギー情報は、発見された時点で禁忌感染症録の記載をするなど、記載方法の
カルテ放射線の記録に前回検査時同薬剤は禁忌との記録があったが、患者はアレルギーはない
統一・徹底を図る。
と答えた。 アレルギー反応に対し主治医に報告し、ソルメドロール、補液点滴し症状改善する。
勤務はじめに児への処置が確実に行われたか、指示内容との相違がないか確認する。カルテ記
入時単位等の書き方に十分注意する。
静脈注射指示の強ミノＣを、点滴内に加薬した。
確認不足、うっかり
事例周知
脊柱管拡大術後６日目、夜間3時、ベットと床頭台の間に座っているところを発見。
ナースコールでよぶのは 悪いと思い独自でポータブルトイレに移動し、すべりナースコールを押 計画では、使用後ごとにポータブルトイレを移動させようとしていたが、他看護師に充分伝達され
そうとし転倒した。
ていなかった。
脊柱間狭窄症で手術予定の７８歳の患者様。手術前数日前から休薬しなければならない薬（アン 手術前、検査前に休薬をしなければならない薬（抗凝固薬等）を内服している場合カルテの表紙 手術前、検査前に休薬をしなければならない薬（抗凝固薬等）を内服している場合カルテの表紙
アンギ）を内服していたが休薬するのを忘れた。手術前の心機能エコー検査で心機能低下があり 裏に用紙を張り色ペンで印をつけて目立つようにしていたが今回は気がつかなかった。
裏に用紙を張り色ペンで印をつけて前もってわかるようにする。院内勉強会を開催抗凝固薬に対
手術中止になったため手術延期などの実害はなかった。
する知識を深める。
切迫早産の患者に対し、リンデロン4ｍｇ3A筋注の指示が出たが当院には４mgのリンデロンはな 確認不足。
口頭指示は受けない。指示変更の分はメモに残し伝達を確実にする。施行時は薬品ｍｇ数.指示
いと薬局より報告あり、主治医に確認したろ頃2.5ｍｇ×5Aへ変更指示が変わった。しかし、次の勤
の確認を確実に行う。
務者へ伝達するのを忘れ、また伝票の書きかえもしなかった。、次の勤務者が準備したがｍｇの確
認をせず、準備された物は（2.5ｍｇ）×3Aであった。その準備した薬品のｍｇのを確認せず3A筋注
してしまった。切迫早産の患者に出血や腹部緊張がみられており、自分の意識の中で焦りがあっ
た。
切迫早産の妊婦に、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟを使用しﾌﾞﾄﾞｳ糖とウテメリン１Ａを15ml/Hで持続的に注入してい
薬剤の変更による患者観察ができていなかった 器械使用時の確認点が抜けていた 確認方法 ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞでの複数による確認 器械の再設定時、ラウンド時の確認点を整理する
た。医師から、次回の更新分からウテメリンを２Ａにし30ml/Hへの指示変更があった。準備の段階 の理解ができていなかった
で複数で確認し、輸液ボトルに薬剤名と数量・時間流量を記入したが、更新時に、流量設定を変
更していなかった。約８時間後に、前回の指示流量で続行していたことが分かった。夜間のラウン
ド時、輸液の滴下は見たが、流量設定を見ていなかった
接続硬膜外チューブと薬液ボトルの接続外れ
薬液のボトルはネット状の袋に入っていたが、首からは、つり下げてはいなかった。訪室時はネッ ラインの確認はもちろんのこと、薬液が時間で確実に注入されているかの観察が必要であること
ト袋が枕や体の下になっていないかのチェックのみで、ネットの袋を開けボトルの確認はしなかっ の検討。チェックシートを作成しカテーテルの管理をしっかりやっていくことの検討。
た。
接続部から栄養液がもれた
確認不足
マニュアルに従い流出していないか確認して退室する
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具体的内容
背景・要因
改善策
摂食障害にて当科入院中の患者である。リハビリ科へは定期的に受診していた。本日１５：２０頃、 病状把握不十分。連絡、申し送りの不徹底。確認不十分。複数の確認・観察項目の度忘れ。看護 病状把握の徹底。十分な管理、監視下での他科外来通院。
リハビリ科終了後にポーターへ迎えの連絡あり。しかし、迎えにいったところ患者不在。医師、看護 師間の連携不適切。
師数名で院内を探したが発見できず。その後、防犯ビデオにて院外へ出ていた事が判明（１５：４５
頃）。１８：５０にＡ駅管理事務所から連絡あり（患者自ら帰院したいと店員に申し出た）医師、看護
師迎えにいき無事帰院。
説明不備により服用すべきワソラン内服薬、朝、夕２回分を服用しなかったため、その影響で検査 カテーテル検査前の指導を行なったが、確認をしなかった。検査予定をボードに記載しているが、 検査前（カテーテル）指導予定を記載しているボードに、指導後は必ず指導済みのチェックをす
後、心室性頻拍を起こしてしまった。
見落としてしまった。
る。
絶飲食から水分可の指示がカルテに書かれていたが気付かず指示受け漏れとなる その後３日 情報の伝達連携と情報共有のあり方
検査後の指示をきちんとＤＲに確認する
間水分摂取が出来なかった
絶飲食の指示が出ており、食事が上がってこなかった。指示を確認せずに栄養に電話し食事を上 準夜と深夜の入れ替わりに入院した患者で、オーダーには食事停止の指示が出ていたが、カルテ 患者は月経困難症なので食事摂取できると思った。他の疾患が隠れているかもという考えをもた
げてもらった。それを患者に配膳し摂取してしまった。
内に医師指示簿用紙がなかった。オーダー画面も確認しなかった。
なかった。 画面で確認するべきだった。
絶飲食中のため、持続点滴をしていた。高齢でもあり、点滴は目立たぬよう包帯で見えなくしたり、 患者が不穏状態であった。持続点滴をしていた。
高齢でもあり、点滴はなるべく日中のみとする。
服の下を通したりしていた。訪室すると、服に血がついており、留置針が抜けており、患者はルート
をにぎっていた。抜針部は止血していた。患者の状態は、不穏状態であった。
絶食で胸部・腹部CTの撮影指示があったのに食事をさせたため 翌日に延期された。
指示を受け検査事項を書き出す際に、胸腹部CTとだけ書いたため 食事の事を忘れてしまってい 勤務交代時に、前のリーダーが検査ボードを作成し、次のリーダーとダブルチェックを行えるように
た。
する。
絶食の患者様に当日の指示がなかったため主治医に確認し指示を出してもらった。ワークシート リーダーが指示切れを発見しDr報告。Drに指示をもらいワークシート発行し準備。注射係りが実 従来の業務手順の続行。実施前の確認。
を発行し見ながら準備していたが、「絶食だからＳＤ1Ａ500ml×3本」と思い込み準備。実質ＳＤ1Ａ 施しようと実施確認し気がついた。実施確認が徹底されていたので防げた。通常は前日に指示が
200ml×3本であった。施行前の実施確認時に気がつき未然に防いだ。
出て、薬局でラベル発行し1患者1トレイであがってくることになっている。
絶食の食事箋を見落としてしまい、食事を出してしまったが、病棟の看護師が気付き患者様には 食事箋の見落とし
食事箋のダブルチェックを徹底する。
配膳されなかった。
絶食試験（インスリノーマ疑い）中、血糖38mg/dlを低血糖と思い込み食事を出してしまい、グル
医師が患者へ説明を正確にしていれば（患者も参加していただく）防げたかもしれない。医師は侵 検査について再度教育。個人の注意喚起。
コースも内服させてしまった。医師の指示は空腹時の採血を実施、そのまま食事をさせないという 襲の大きい検査は説明するが、採血・採尿などの日常的な検査については、あまり患者へ細かい
検査指示内容であった。患者様は再検査となった。
説明をしない。看護師任せである。
絶食中の患者で食後薬のみ内服可となっていた。コレバインの食前薬があり、配膳時にあわてて ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 ・中止薬は中止薬保管箱に入れる。 ・与薬前に処方控えの確認をする。 ・医師の指示を指示簿
食前薬を患者へ渡した。内服後、「食前薬は食事が始まってから処置に挙げる」と鉛筆書きしてあ 点
へ明確に記載してもらう。
ることに気がついた。
絶食中の患者に食事をさせた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 確認不足
確認、チェックの徹底
絶食中の患者に食事を食べさせた。
業務手順・ルールの問題点。
カルテ確認をする。
絶食中の患者様に絶食になる前の食事オーダーがそのまま残っており、配膳車にのってきた。食 入院当日の夜に絶食の指示が出たため食事オーダーを中止することが出来なかった。 食事
伝票対応でも食事中止のオーダーを必ず行う。 食事ケアシートの活用方法について再度検討す
事ケアシートでの確認が十分になされておらず、昼当番の看護師によって食事が配膳されてしま オーダーを行う時間に制限がある。 患者様に絶食の説明が十分に行われていなかった。 昼当 る。
い、食事を３割摂取されてしまっていた。午後の検温時に昼食を食べてしまっていることが分かり、 番のの看護師が食事ケアシートで確認を行わなかった。
すぐに主治医へ報告した。患者様にも再度絶食のむねを説明した。
絶食中の患者様に夕食より食事開始となる予定であったが、検査データ等より食事開始が延期と 看護師間の情報伝達が不十分であった。 マニュアルどおり絶食札を使用していなかった。 食事 絶食札をオーバーテーブルに置いた。 変更の指示が出てからの誰がいつ変更を食事ケアシート
なった。食事ケアシートには食事が始まるようになっていたが、それを訂正していなかった為、配膳 ケアシートを変更する看護師がマニュアルどおり変更の作業を行っていなかった。 医師が食事 に記入するか再度確認・検討する。
されてしまった。もう一度確認してくる為食事をしないように伝えたが、確認している間に患者様が オーダーを変更していなかった。
食事を始めてしまった。医師からは絶食の旨は説明されていたがベッドサイドへの絶食札は立て
ていなかった。また、申し送りを受けた看護師と配膳した看護師は別の人だった。
舌でバイトブロックをのけようとする動作あり、スパイナルチューブを噛みきっていた。再挿管せ
患者の動作に対して、危険予知ができていなかった。
固定方法の変更 危険予知能力の強化
ず。
先の日付の入院患者のオーダーを外来の緊急処方でオーダーした
オーダリングシステムの問題
システムの改善（入院の緊急処方を外来の緊急処方として処理しないように）
先生に指示せんを書き直してもらった
注射せんがずれたのを確認せずに、指示を書いてしまった
複写のため記入時は必ず確認をする
先天性心疾患術後、抗生剤が１日３回投与の指示が出ていた。しかし日勤ナースが指示伝票を うっかり忘れ。
指示伝票を勤務終了時ももう一度確認するなどをし、指示漏れを防ぐようにする。
確認していたところ、夜勤ナースが朝の分の投与を忘れたことに気づいた。
先日からセデーションオフし、昼頃より患者の体動多くなってきた。口元まで手を持っていったりす 固定がゆるんでいたとき、１人で対処しており、抜けないように抑えていてもらったりするなど、他 体動が多くなった際に、早めにミトンをするなどの対処が必要だった。また固定がゆるんだとき,抜
るが、挿管チューブやライン類に触ったりすることなかったため、ミトンや抑制はしていなかった。１ のスタッフに声をかけなかったため。また、体動が多くなったときに早めにミトンをするなどの危険 けることも考え、近くにいたスタッフに声をかけて、手を抑えてもらったりするなど２人で対処するべ
５時ごろから体動多くなり、Ａ圧の刺入部をゴソゴソ触っており、見ると固定テープがゆるんでい
防止をしていなかったため。
きだった。
た。固定し直そうと準備している間に、患者が手を動かした際、Ａ圧が抜けてしまった。近くにＤｒも
おり、すぐに止血を開始した。
洗米した米の中にホッチキスの針が入っていた。米の予定数量などを記入した用紙をホッチキス ホチキス使用していた
ホッチキスの使用を現場内はすべて禁止とした
で留めていたため、はずしたときに入ったと思われる。ホッチキスの使用を現場内はすべて禁止と
した
洗米機を操作する時 ある栓を閉め忘れたため 洗米されず床に落ちてしまった。すぐに洗米し直 確認不足
よく確認する。
し 配膳時間には間に合った。
洗面した後、洗面所前廊下で滑ったと訴える。周囲暗いため、懐中電灯で照らし、床が濡れている 点灯前で廊下が暗いため、床が濡れているのに気づかなかった。また、点灯後に洗面するよう、 観察を十分に行なう。また、環境の整備についても常に気をつけていく。
のを発見する。
指導がされていなかった。
洗面のため、ホールで体位調整中。介助で挙上した右手がコントローラーに当たり、電動車椅子 電源を切らず実施した。挙上するのは、右手ではなく左手であった。
電源は一旦切ってから体位調整する。ナースが近くにいれる時間帯に（夕食後）実施する。
が前進し、オーバーテーブルで胸部を打撲した。
洗面の為訪室した際、右手に栄養チューブを持っていた。
栄養チューブを自己抜去したと考えられる。（前日に主治医から胃ろうチューブ増設術施行するた ミトンの使用と再三の説明が必要であった。
め栄養チューブが取れる事を説明してあった）
洗面をしたいというため、いつもどおり押し車での移動を見守っていた。移動途中、義歯を洗いた 患者の歩行中、他のことに注意がいき、見守ることが中断されたこと。
当患者は、歩行は見守りでよいものの筋力低下があり、必ず見守る必要があった。一瞬目をそら
いといったため、後ろの消燈台を見て義歯を探した。そこで患者から目を離した時に患者の膝が
した際にも転倒の危険は十分あり、判断が甘かったと思う。
ふらつき、後ろへ尻もちをつく形で転倒した。
洗面後やPﾄｲﾚ後、足が立たなくなり床にしゃがみ込んでいるところを発見。術前より栄養状態悪 病状悪化に伴う身体能力低下状態であるが、転倒・転落などリスクに対する評価、予防策、ケア 患者及び家族指導（家族及び看護師と一緒に行動しましょう。転倒・転落の危険性の説明）
かった。大腸癌術後７日目で、２、３日前から貧血・発熱見られていた。
計画が不足している。
洗面所でシャンプー用のイスに座り、足浴をしていたところイスが滑り、おしりがずり落ち尻もちを 観察不足
足浴をする時は安定したイスに腰掛けて行う様に説明した。
ついた。
洗面所で患者様が車イスから落ちているとの報告が他の患者様よりあった。歯磨きをしようとして ほぼ自立レベルであったが、洗面所周りは水がこぼれていることもありスタッフの目が必要であっ 自立レベルの患者様でも危険があることを認識し、目配りを忘れない。
立ち上がったときにバランスを崩した様子。車イスの片側はブレーキがかかっていない状態であっ た。
た。
洗面所で洗面器に水をためていたら膝関節ががくっとなり臀部より転倒、同室者に発見される。 高年齢で膝を悪くしていた。
スリッパではなく靴をはくように指導する。
洗面所で転倒、後頭部よりの出血あり。
患者への説明不足
夜間トイレ歩行時のナースコールの使用を説明
洗面所で物音がしたため駆けつけると洗面台に手をつき立っているところを発見し、眉間に擦過 ・化学療法後の体力低下による患者の身体的要因 ・危険回避のための患者への指導不足
・身体的要因を予測した患者への指導
症があった。足がガクッとなったと患者が話した。
洗面所にて、飲水していたが、足元が不安定で転倒した。
痴呆があり、足元が不安ていの方の観察ができていなかった。
歩行時は、必ずスタッフが介助する。
洗面所に行こうとして廊下座り込んでいる。
リハビリにより少しずつ動きが安定したと思っていた時、歩行時転倒する。
リハビリの担当と情報交換をしっかりするべきであった。看護師の判断のみになっていた。
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具体的内容
背景・要因
洗面所の一番奥の排水口にミニラーメン１個分のラーメンが捨てられているのを発見する。ラーメ サービスカウンターにはいつも職員がいるが、患者様がコップにお湯を入れて移動する場合は、
ンは冷たくなっており、嘔吐物ではない。昼食前のポットのお湯で作ったと思われる。規則正しい食 確認しづらい。
事摂取を行うため、カップめんの飲食は棟内では禁止されている。また、隠れて食べることによる
誤嚥の危険性もあるため決められた時間と場所以外の飲食はご遠慮いただいている。
洗面所前に白い錠剤１個が落ちていた。
服用前にこぼれたか、口に入った様子は見られない。服薬確認が不十分だった。
洗面台におかれていた薬用デンタルリンス100ミリリットル以上200ミリリットル以下誤飲する
薬液の管理不備、観察不足
染色検査について、緊急指示がなかつたため検体を保存していたが、検査結果より入院の対処 救急外来のため、緊急指示がなく、臨床側の状況が判らなかった。検査からの確認も怠ってし
が違うとのことであった。問い合わせのあと、至急検査を実施することとなった
まった。
穿刺介助につき透析を開始した。その時血液が漏れていることに気付いた。よく見ると静脈圧ライ ダイアライザーをひっくり返すときに触れてしまい、その時に外れたと思われる。もともと接続もあ
ンが機械から外れていた。すぐに対処し、患者には変化はなかった。
まかったのかもしれない。
穿刺針に透析回路を接続する際に、脱血側に返血回路を、返血側へ脱血回路を間違って接続。４ 穿刺前の確認不足
時間の終了時に気づく。
線TVで名前を間違えて撮影。部外から指摘をうけシールを貼って修正した
確認不足
選択食の札を入れ間違えたため、患者様への食事内容が違った。病棟から連絡を受け、すぐに正 選択食の札の確認ミス
しいものと取り替えた。
前の勤務者が眠剤を服用させベッドに臥床させた。その後起き出して車椅子に移乗し、廊下で手 他の看護師へも観察を依頼すべきだった。
すりに掴まり立ち上がろうとした時に転倒し壁に頭部を打った。右側頭部に擦過傷あり、出血はな
し。バイタルチェック施行後、Ｄｒコールし状況報告。血圧の変動、レベルの低下などは見られな
かった。
前医よりユーロジン１ｍｇ（１／２錠）を眠前内服中だったが、前回処方が１錠と記載したままであっ 医師が処方を書くときに、ｍｇと丁を見間違えた。 指示受けしたNsも気づかなかった。
たため、当院は２ｍｇしかなく前回のまま記載したため２ｍｇが上がってきた。 患者与薬する前に
気づいた。
前回do処方を調剤し、患者さんに渡した後、患者さんよりいつも服用しているメバロチン錠が入っ 窓口で患者さんが待っておられ、慌ててしまったためにミスをしてしまった。
ていないとの電話があり、調剤ミスが分かった。
前回データーを呼び出しそのままの日数で入力してしまった。 処方入力時与薬日数間違い
患者を待たせない様にとの思いから自己の見直し不足
前回の手術後も不穏行動が認められたという情報を得ていた。日勤帯より、つじつまの合わない 主治医、看護師は異常言動に気付いていた。日勤からの情報で事前対策を試みる体制が必要で
事をいっていた。本人は妻の付き添いを拒否していた。２１時コントミン１０ｍｇ筋注後、浅眠状態で あった。／アセスメント不足。観察が不十分であった。
あった。２３：１０自室にてタバコをすっていた。異常言動あり、主治医へ報告し、２３：５５マイスリー
５ｍｇ内服したがルート類を触ったり落ち着きのない行動をしていた。翌日３０レペタン１／２Ａ筋注
後も行動落ち着かず。入眠する気配はなかった。主治医へ報告後、訪室すると点滴を自己抜去し
ていた。
前回の処方箋の入力がガスターD(20)1錠夕食後のところをガスターD(20)2錠夕食後になっていた ・確認不足(カルテとの照合ミス) ・思い込みによるものであった。(ガスターDが分2で処方されるこ
のを思い込みでガスターD(20)2錠分2で調剤し与薬してしまった。今回も同じ処方箋だったので別 とが多かった。)
の薬剤師が入力ミスに気づき、発覚する。患者は覚えがないとのこと。
前回の診察時（初診）時に尿細胞診、CT、DIPの検査指示が出ていたが医師の電子カルテ上の指 業務手順、ルール、チェックの問題 指示伝達・連携の問題
示とNsへの指示伝達ができておらず尿細胞診の検査のみ抜かってしまっていた。2回目の診察に
来たときにこの検査が出来ていないことが発覚した。 患者さんはこの検査の結果を聞きに来たの
に・・と立腹された。 このまま気付かなければ、更なる診断の遅れに繋がっていた
前回の定期処方朝と夕分が８日分残っていたので、次の定期処方は朝と夕は８日分さしひいて準 定期処方時に残っていた処方薬を使用した。定期配薬時に残薬を確認しなかった。
備していたオイグルコンが前回処方分では朝後に、次の定期分では朝前に処方されていたが、そ
の違いに気づかず本人はわたしていた、朝食後半錠の薬が朝前と朝後の両方に含まれているの
に患者本人が気づき内服せず詰め所にその旨を知らせてきてミスに気づく。
前回受診時に、ｲﾝｼｭﾘﾝが残っているとのことで処方していなかった。今回の受診時もｲﾝｼｭﾘﾝが ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ導入により、簡単に前回までの処方が確認、処方できるようになった。
残っていると思い処方しなかった。
前回受診時に処方してもらわなかった薬剤を今回は必要であったが、前回と同じ処方内容であっ ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ導入により、薬剤処方が簡略化された。
たため必要な薬剤が処方されなかった。
前回透析時にＤＷが500gダウンされていたが、この時透析箋への変更は手書きで行なったが、次 業務手順、ルール、チェックの問題 情報伝達、連携の問題
回へのコンピューター入力を忘れていた為、当日修正前の透析箋が用意されており、そのまま透
析終了した。その後、透析箋への後の体重記入時に発見。 医師の指示目的が実施されていな
い事による血圧上昇等の可能性あり
前回透析時にDWが変更になっていたが、当日の透析箋への変更記載があったため、次回分も変 情報の伝達、ルール、チェックの問題
更してあると思い込み、変更前の透析箋を出してしまった。気付かなければ、目標体重への設定
がされなかったと考える
前回入院時では嘔気強く、深夜帯で制吐剤の点滴を行っていた。今回のケモ入院の際も深夜で ケモのリピーターの患者様だったのでカルテ、処方箋を見たにもかかわらず、思い込みで行動して
点滴を行っていると思い込み、日勤でするはずの点滴を施行しなかった。翌朝点滴が残っている いた。
ことに気づいた。
前額部から床に転んでいる。ICUでマットレスのみをしようしていたけれども、トイレに行くつもりで 日中より不穏あり。家族が帰った後すぐに動き始め、トイレに行くと動くもすでに失禁状態。せん妄
転倒した。
状態強くなり、マットレスのみの使用としていたが、布団に足がからまり、つまづいたと思われる。
前期破水の患者様にウテメリンの指示があった。医師はカルテを書きながら口頭指示で「ウテメリ 口頭指示による伝達ミス。看護師が口頭指示を受けた時復唱しなかったこと。カルテでの確認が
ン５０γ開始」と言われる。看護師は頭の中で復唱し、注射を開始する。３０分後症状変わらず医 遅くなった事。
師へ報告する。この時指示は１００γであったことを医師から聞き間違いが発覚する。その後徐々
に症状改善される。
前勤務者から２０：００に排尿援助をしたと申し送られた。０：４５分にラウンドした時は睡眠中であっ ・危険予知能力不足による排尿援助方法の間違い
た。１：３０分に他の患者の知らせで病室の入り口で転倒しているのを発見した。一人でトイレに行
こうとしたところであった。
前勤務者から点滴挿入中の上肢が反対側に比べて腫脹しているが、自然滴下は良好であり、逆 観察はしていたが、同じことであると自分で判断しており、シーネ固定をはずしての確認ができて
血もあり、様子を見ていると申し送りを受け、自分も勤務の開始時に同じであることを確認した。勤 いなかった。
務時間中１時間ごとに確認をして、同じことであることを確認していたが、主治医が来院し診察をし
てもらい、シーネ固定をはずしたところ、手関節内側に水疱が形成されており、一部分破れて浸出
液が出ている状態であった。消毒をして、ガーゼ保護をする。
前勤務者より点滴滴下不良と申し送りを受けた。深夜時間帯に１時間毎に滴下確認をしていた。４ 点滴滴下不良の際に考えられる原因について、十分に考慮しなかった。
時に患者が起床して更衣を希望したので脱衣すると、右上肢が全体的に腫脹していた。
前月撮影の患者様のレントゲンフィルム１枚が不明なことをＤｒより指摘され探すと、他の患者様の フィルム整理のラベル貼りの時に貼り間違いをしてしまった。袋に整理するときラベルとフィルム名
袋の中に整理されているのを発見した。
を再確認しなかった。
前週末に透析液作製装置を洗浄した時、リセットしていなかったため、月曜の朝に透析液ができて 透析液作製装置の洗浄時のマニュアルはあったが、ダブルチェックが徹底されていなかった。
おらず、透析機のスイッチを入れたときに警報が鳴った。
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改善策
ホールから出られる患者様を今後は確認する。患者様に、病棟のルールを守っていただき観察を
密にする。
服薬のダブルチェックの徹底、自己管理者への指導を行う。
環境整備
染色検査・細菌検査の緊急対応について、依頼元と協議し、今後ルールを作成し、関係部署へ回
覧し周知することとなった。
プライミングをする際、確実に接続部をはめる。 介助について、ダイアライザーをひっくり返す時
は管が引っ張られないように、気を付けて行う。
穿刺者と開始者の声かけ確認、マニュアル遵守
確認
選択食の札の確認を必ず行なう。
転倒の危険性のある患者については、他のスタッフへの声掛けを密にする。口頭、申送り簿でス
タッフに注意を促す。
患者がどのような状態か何を服用しているか把握しておく。 Ｎｓも指示受け時に前回処方と見比
べおかしいと思ったら医師に問う
調剤時はもちろん、お薬を渡す時にも確認をすること。また、お待ちの調剤であっても慌てず、落ち
着いて、迅速に調剤、検薬できるように徹底する。
投薬内容、日数と丁寧に確実に見直す
点滴刺入部をテガダーム貼付後、包帯を使用する。腹部ドレーンは腹帯の中に入れる。離床セン
サーマットの使用。入眠ケアを主治医と相談する。（精神科医師へ電話にて相談した）防災への対
策が必要である。ベッド移床を検討する。散歩を計画する。.

・カルテとの照合を2人以上にする。 ・投薬時には患者に前回と同じであっても薬剤名、薬効、用
法、用量について説明する。(患者自身に気づいてもらうと同時に自分でも確認する。)
医師への検査指示（電子カルテ上の）ルールを指導 Nsは医師の診察の流れを出来るだけ把握
する
処方箋と薬をよく確認する。

患者様に、どの薬が必要でどの薬が不要なのか1つ1つ確認する必要がある。
処方時1つ1つ確認して必要な薬剤を処方する。
指示処理の最終確認を必ず行なう 当日受け持ちＮｓの情報収集を必ず行なう

DWなど変更の指示を受けたば場合は、最終ﾁｪｯクを怠らない。透析当日には、前回、前々回の透
析箋まで確認を行う
思い込みで行動するのではなくカルテ、処方箋をしっかり確認し行動する。
不穏強く、目を離せない状態が続いているときの対応について、家族を含めもっと対策をたててお
くべきだった。
口頭指示は極力受けない。口頭指示を受ける時は必ず声に出して復唱する。指示を受けた後、早
い時期にカルテで確認する。
・患者の身体能力と排尿パターンを知った援助方法の実施 ・危険予知能力の不足
自然滴下が良好で、血液の逆流もあっても、シーネ固定をはずしての確認をしていく必要がある。

ルート管理時の観察を強化し、四肢全体の状態に注意するよう徹底する。
ラベルとフィルム名を再確認する業務を必ず実施することとする。貼られているラベルのみを見る
のではなく１つ１つの作業で確実に確認をする。
点検担当者のサインと責任の明確化
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具体的内容
前十字靭帯再建の手術後、術後の発赤を確認した。その時患者の背中の下に、気管内ﾁｭｰﾌﾞを
固定するｃｏ－プラスが一巻入りこんでしまっていたことに気付いた。発赤が出来ていたため、ﾘｶﾊﾞ
ﾘ看護婦にその後の観察の必要を申し送った。
前日からのインシュリン注射施行であったが、該当ないものと担当ナースが思い込み、糖尿病患
者への定時（７：３０）インシュリン注射を忘れた。９：００に忘れたことに気づき直に施行。ＤＸ測定
し、異常なし。
前日、マイスリー内服し入眠。患者からナースコールあり、「点滴をナイフで切った。トイレに行くの
に邪魔だった。」と報告される。果物ナイフが床に落ちていた。患者の点滴ルートが切断されてい
た。患者の点滴を抜いた。
前日、準夜で接続したフルカリック１号が終了したため、本日分を接続し、空容器を見ると、フルカ
リック１号の上室のストッパーが折られておらず、３ｍｌの薬液が混和されないまま残っていた。
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9599

9600
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背景・要因

改善策
挿管終了後すぐに硬脊麻を行い、体位固定となるため、挿管が終ったら速やかに全ての医療材
料をカートに片付ける。また硬脊麻終了後、仰臥位となる時には異物がないことを確認する。

業務手順・チェックの問題点 指示板の確認忘れ、思い込みによる行動の問題点

朝の引継ぎ時にインシュリン板を必ず確認。

観察不足。患者の要因（眠剤）

眠剤の考慮。患者観察を頻繁に行う。点滴時間の考慮。

ＩＶＨの接続時間が１時間遅れ、慌てて準備したため、ストッパーを折らなかったことに気付かな
かった。 ２３時に接続し、輸液バッグには遮光袋をかけているため、深夜の次勤務者が気付かな
かった。 上室のストッパーを折り、薬液が混和されても、色調にほとんど変化がない。
前日、内科受診にてプロブレス錠が処方される。当日朝より内服開始であったが、胃カメラにて朝 外来の返書が受診日ではなく、翌日上がってきていた。他科受診依頼書の返答には、「内服処方
の内服はなし。 内服は自己管理の患者であったため、部屋にある薬袋で内服の有無を口頭に あり」とのコメントがあったが、処理をした看護師が不明であり情報伝達ができていなかった。薬も
て確認した。カメラ後、手もとにあった内服薬のみを持ち帰って外泊される。その後、プロブレス錠 朝からの内服であったのに、14時過ぎにリフトで上がってきていた。深夜帯からの申し送りがな
が本人に渡っていないことに気付いた。
かった。退院前にカルテチェックをしたが、（処方のタグがでており、内服の記載があった）見落とし
てしまった。

当事者に個人指導。 フルカリックの取り扱い手順の再周知。

前日にチエナム中止でアミカシン開始の指示がカルテ指示ででていた。しかし、チエナムもアミカ
シンも両方投与してしまった。

重症であるからこそ指示を一字一句正確に受ける。指示変更の際医師にＰＣ上中止オーダーを入
力してもらうよう依頼する。抗生剤2種類処方の際は必ず変更か、併用かをその都度確認するよう
自分自身意識を持つ。指示変更の際は看護師間の申し送りが確実にできるよう各々意識を持つ
ようにする。

今回、内服薬は手元にあるものだけ（内服ファイルで確認）であると思い込んでしまい、本日開始
薬があるということを見落としてしまった。外泊前にカルテチェックしていたが、他の検査の指示に
気をとられ、内服が渡っているというW印がないことに気付かなかった。OPE前の内科受診、降圧
剤が処方された重要性・必要性を再度認識し、外泊時は内服については数、処方の有無の確認
を注意して行わなければならないと思った。また、当日内服の薬が病棟に上がってきていないとき
などは、十分に看護師同士で情報伝達していかなければならないと思った。
前日20:00眠剤内服後も寝付けず、ベッド柵を乗り越えようとする行動あり、部屋移動し、ベッド周 転床後より、ラインの自己抜去やベッド柵を乗り越えるなどの不穏行動が見られた。ナースステー 夜間、せんもう状態になることが続いていたため、早期でのアセスメントが必要。患者の状態を観
囲にジョイントマット、ベッドマットを敷き、柵におもりをつける。1:00うなり声が聞こえ、訪室すると失 ションに近い部屋に移動し、転倒防止につとめていた。前日のカンファレンスでも話し合いをしてい 察し、看護計画の立案をタイムリーにしていく必要があった。
禁後の尿パッドを持ちジョイントマットに寝ころんでいる患者を発見する。外傷無く、バイタルも安 たが、アセスメントや対策が不十分であった。
定。マットレスのみとする。
前日２３：３０に緊急挿管された患者がドルミカムでセデーション中、両上肢抑制中に、自己抜管さ セデーションが効いていなかった 上肢の抑制中のため体を起こして抑制を取られた様子である。 体幹抑制をする 効果的なセデーションをかけてもらう
れた。医師へ報告し再挿入された
体幹抑制を考えるべきであった
前日ＣＡＧ施行し、右鼠頚部より一時ぺーシング挿入され、ヘパリン５千単位４ｍｌ／時間で持続点 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・圧迫固定時間の不足、ヘパリン投与中であることなどを考慮することを上級医より指導。 ・リス
滴中であった。8：55に主治医が一時ぺーシング抜去。その際へパリン持続点滴中であること確認
クを予測し早めに訪室する。
すると、続行の指示があった。主治医により圧迫止血後通常通り圧迫固定。患者へ1時間の安静
を説明し退室した。9：05頃再度訪室した際、抜去部より出血ありシーツまで血液汚染していた。主
治医へ報告し、再度止血を行った。
前日から訓練食が止めとなり、絶飲食となった患者の昼食が食養部からあがってきた。受け持ち 看護師の連携不足（コミュニケーション不足）と食養部の確認不足。患者の状態は申し送られた 現在検討中。
の看護師は絶食になっているのを知らず食べさせてしまった。リーダーの看護師の指摘でわかっ が、絶食はいわれなった。しかし、患者の（誤嚥性肺炎）状態を知っていれば、また、もともと訓練
た。主治医報告。経過観察にて病状の変化無し。
食なのだから余計に食事に気をつけるべきだった。経験不足か？
前日から止めとなっていた抗不安剤の点滴を、指示があると思い込んで実施。夜勤に入る前に指 患者様に点滴が止まったことを日勤で説明していれば防げた。注射に関しては機能別なので情報 マニュアルどうりCpで実施確認しながら点滴・注射を実施する。
示があるのに準備されていないと思い準備。事実を後で確認しようと思っていたが、コールやおむ が行き届かないことがある。
つ交換が重なり確認しないでしまった。同室者よりコールあり、ついでに、止めになっていた点滴を
確認しないまま実施してしまった。夜中患者様がﾄｲﾚで転倒。前日まで実施していた点滴なので、
そのためかどうか関係は不明。受け持ちの看護師が点滴終了時に気がついた。
前日から夜間はポタブルトイレを使用（頻尿のため）。本日も、トイレ誘導した際,足元のフラツキア 高齢、夜間頻尿などの条件で、意識レベルの変動が起こりえる。患者さんを過信しすぎたと考える 患者さんの意識状態の判断を誤らないよう観察を密にする。プラン再作成を指導した。
リ、ポタブルトイレを病室内に設置。ＮＣを押すよう指導した。0時、物音がして訪室スルト、ポタブ
ルトイレの前に座り込むように尻餅をついていた。外傷はなかった
前日チーム会にて血糖チェック必要な患者さんの場合、毎回指示書に返って確認出来るように、 食後のインスリン注射であることの思い込み 血糖チェック後、すぐに指示書にかかれていない。 血糖チェック後、必ずすぐに指示書へかえって確認する。意識付け徹底。フローシートのインスリン
白板には単位数、インスリンの項目はなくし血糖チェックと書いて統一されていた。また、以前は食 ２、３日前叙述記録に変更とかかれいたが情報収集不足。
の所に変更あれば記入。白板にインスリンの項目つくり。食前が食後か記入する。受け持ちワー
後にインスリンを注射していたが、２ 、３日前より食前に変更になっていた。昼食前の血糖チェッ
クシートのその他に 変更が浸透するまで打ち込んでおく。
クし血糖３５１、食前注射に変更になっていたことをしらず食後と思い込み、食後にスケール確認。
その際同時に同チームの看護師より 食前であることをしらされ、指示書も食前に変更されており
事故に気付く。昼食全量摂取されており、食事後にインスリン注射。本人は著変なかった。
前日で終了する点滴が一本出しカートに誤って入っていた。それに引きづられてダブルチエックを 確認不足。指示の確認、情報の伝達過程のエラー。薬剤部の初歩的ミスも誘発原因
注意喚起
したつもりで、患者様に施行してしまった。
前日と食事が変更になった感じのミルクの量のみを確認したが、変更内容までの確認をしなかっ 食事ケアシートに変更は記入されていたにもかかわらず、確認が不十分であった。 ミルク作成者 内容・量・患児氏名などマニュアルに決められた内容すべての項目の確認作業を確実に行う。 ダ
たために誤った内容のままミルクを注入した。
とミルクを与えた看護師は違うにもかかわらず、ミルクを与えるときにも確認が不十分であった。 ブルチェックを継続する。
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確認不足

前日にも転倒しており、ウーゴ君，衝撃吸収マットを敷いて対応していた患者さん。ウーゴ君のセ
ンサーが鳴り訪室すると、すでにベットから転落していた。幸い外傷はなし。｢私、どうして転ん
じゃったんだろう｣と発言あり。
前日に医師がＮＧチューブの入れ替えをすることを患者様に説明していた。朝５時頃、ＮＧチュー
ブを自己抜去しているところを発見する。患者様は医師から入れ替えをすると聞いたから抜いたと
いわれる。医師へ報告し再挿入となる。
前日に開頭血腫除去術施行後の患者。ＪＣＳ１０～２０で右上肢に安全帯を使用していた。隣の
ベッドで他の患者のケアをしていたところ、人工呼吸器のアラームが鳴り、みると自己で安全帯を
はずし、気管チューブと胃管を自己抜去していた。すぐに酸素投与し、バイタルサインを観察。そ
のまま再挿管しなかった。
前日に外来看護師が点滴を準備していた。当日点滴を準備する時、点滴に混入する注射薬剤の
量が指示量より少ないことに気づき、当直医に確認後、指示量を実施した。
前日に患者に膣洗浄があるのかと聞かれが、リーダーが近くにいなかったため、一人でカーデック
スで確認した。そこには洗浄の指示がなかったため、洗浄はないと患者に説明した。しかし今日、
カルテに洗浄の指示がでていることを知らされ、その後医師が患者に説明し洗浄を行なった。

抗生剤が2種類投与になっていたが重症患者であり両方投与するのだと思い込んでしまった。カ
ルテでの確認が不十分（当日施行する点滴・注射が3ページに渡って記載されておりすべてを確
実に把握できていなかった）であった。施行するものが多く注射ワークシートを見て一種類ずつ確
認しながら行ったが、ＰＣ上変更オーダーの入力はされていなっかたため指示変更に気付かな
かった。前日に指示を受けた看護師が薬剤返納、ＰＣ上返納指示の旨明記することを忘れてい
た。処置の多い重症な患者を他にも受け持ちながら当患者も受け持っており、一つ一つＰＣとカル
テ両方を確認しながら勤務する事は困難であり私自信が多忙ですべてにおいて余裕がなく勤務し
ていた。指示がカルテとＰＣと両方あることで確認作業が多くまた部屋回り時は電子カルテとしてＰ
Ｃを持ち歩いているにも関わらずカルテに戻らなければならないところが業務的にも煩雑であるた
め。
対策を講じていたので，重大な事故を回避できたケース

同様の対策続行

抜去の日付が明確ではなかった。 患者様への説明が不十分であった。 患者様が勘違いをして 処置を行う日など、日時を明確に患者様へ伝える。
いた。
・安全帯の固定確認不足 ・ＩＣＵはワンフロアであるが、その時間はスタッフが一人であったのに
隣の患者のケアに入 ってしまい、気づかなかった。

不穏患者に関する抑制のマニュアルと家族への説明書を作成する予定

休日の外来患者の点滴は病棟看護師が実施する。準備は外来看護師が前日に行い、実施する 外来看護師は準備時に確認をする。実施する看護師はカルテの指示を再度確認する。休日も外
看護師は当日のみの実施であり患者の情報を知らない。
来看護師が担当できるようにする。
不適切な判断 確認不足 思い込み コミュニケーションや連絡不足
カーデックスだけではなくカルテからも確認するようにする。
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具体的内容
前日に緊急入院した患者様の採血ラベルが発行されており、検体採取一覧表には名前が明記さ
れていなかったが、緊急入院後であったため採血を行えばよいのだと思い、採血スピッツにラベル
を貼り、患者様の元へ向かった。PDA認証にてネームバンドと採血ラベルを通したところ、「指示が
ありません」の表示が出た。一度他看護師に確認し、再度患者様のもとに向かい採血を行った。し
かし、実際は採血指示の中止がかかったラベルであった。
前日に検査のため、朝の薬を中止していたため、その分を就寝前に一緒に投与する予定であった
が、誤って翌日の就寝薬にセットしてしまい、本人に対してその分の薬を服用させなかった。翌日
の就寝薬を服用させようとした際に、間違って付いていたことが判明し、未服薬に気がついた。特
に影響はなく、精神症状の悪化も認められなかった。
前日に処方されたペレックス顆粒とクラビット細粒が夕方、薬局より払い出されたが、そのとき一緒
に払い出された軟膏類と誤って一緒に処置室へ保管してしまい、その内服薬は与薬されなかっ
た。本日、他患者の処置のため処置室に入室したときに気づき、病棟課長に報告した。本日の朝
より服用を開始とした。
前日に消化器内科から転科転棟してきた手術目的の患者様。気管支ファイバーの予定であった
が、朝欠食を説明しておらず食事をしていたため検査できなかったため、２日後に延期した。

背景・要因
PDA認証にて通らないが指示の確認を行わず検体採取をおこなったため。

改善策
PDA認証にて確認を確実に行い、その上で検体採取をする。また、認証をされないものは指示が
あるのかないのか確認する。

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 薬のセットする際には、服用時間、回数、量のチェックの確認を行い、必ず他のスタッフによる確認
を行うようにする。服用させる夜勤のスタッフも、患者のその日の検査等を把握し、きちんと日勤の
スタッフからの情報伝達を行うようにする。
スタッフの確認不足

薬局から払いだされた医薬品はＮｓ室で確認してから移動する

カーデックスには気管支ファイバーと記載していたが、処置板に書かれていなかった。処置板に気
管支ファイバーの予定が書かれていなかったため、検査係りと準夜と深夜による説明と準備がな
されなかった。
前日に中止になっていた抗生剤の点滴がHIS上中止になっておらず、点滴を詰め終わったあとで、 カルテと指示書の確認不十分。
中止になった旨を他看護師より指摘された。
前日に低血糖症状があり、昨日の日中より食前に血糖チェックの指示があり、血糖値が１００以下 新人等の院内事故防止教育の問題点。情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。業務手
の際は、ダオニールのみの中止の指示が出ていたにもかかわらず、当日の朝に血糖した際血糖 順・ルール、チェックの仕組みの問題点。
値が９３であったため、ダオニールを含めて全ての薬を服用中止するものと思い込んで、服用中止
してしまった。特に身体症状には影響はなかった。
前日に定期の薬が上がってきており、確認後夕食前に部屋に渡しに行った。前週分の薬袋を引き １回分しか残っていないと思い込み。確認不足。夕食前で薬が残っていたため薬袋を引き上げら
上げようとしたが、まだ夜の分が残っていると言われ、引き上げず。その時夜の分しか残ってない れなかった。内服確認必要である患者という意識確認不足。
と思い込んでおり中身確認せず。しかし翌朝分のシグマートが余分に残っていたため、余り分と定
期分の両方を内服される。昼食前に本人が同じ薬が２個あることに気付き看護師へ報告。重複し
ていたことが発見される。血圧、脈等異常見られず。自覚症状なし。
前日に投与量の変更があったが、指示変更の量の与薬投与を実施した。次の日に同僚からの指 夜間の緊急入院患者様の到着と、他の麻薬投与患者様がいたことであわてていた。また緊急入
摘にて過少投与であったことに気づいた。
院のほうに気がとられていた。
前日の９時から当日の９時の間でCcr検査が実施された。患者は普段、便器で床上排尿してい
患者がバルーンカテーテルを留置していたと言う情報を得ていなかった。 ９時までの尿を排尿
た。私は前日の勤務が休みだったため、患者がバルーンカテーテルを留置されていると知らな
してもらってから採尿することを忘れていた。 蓄尿瓶の尿を破棄するときに他の勤務者に確認
かった。当日の他の勤務者からCcrの採尿を依頼され、汚物室にある蓄尿瓶にあった尿からのみ しなかった。
採尿した。その後蓄尿瓶の尿を破棄した。他の勤務者にバルーンカテーテル内の尿を採尿してい
ないことを指摘されミスに気づいた。
前日のリーダーが点滴中止の指示を受けたが、１６日分を返品するのを忘れてしまい、１６日当日 指示変更が多く、二重チエックを充分に行わなかったので、一人で指示を受けてしまい、返品を忘
９：３０に注射を詰めて点滴してしまい、受け持ち看護婦が気付きすぐ止める。
れた。
前日の準夜帯から２０ｍｌ／ｈすでに投与が開始されていたが、通常注射液のボトルに交換時間の 注射担当したのが新人であること。受け持ち看護師がオーダーと記載を怠っていた。伝達の問題
記載を行うことになっていたが記載されていなかった。また、注射オーダー欄にも投与した形跡が 点。
なく、注射を担当している看護師がまだ実施されていないと思い込み投与した。受け持ち看護師が
間違いを発見した。
前日の診察時、現在使用しているボルタレン坐薬では疼痛コントロール不良の為、ロキソニンが ロキソニン禁と、カルテ表紙、カーデックスに記載があったが、情報収集の際見落し、事前に気付
処方されたことを申し送られた。翌朝、8時本人の希望有り、処方されたロキソニンを与薬するが、 けなかった。また、与薬する際もカルテにて指示確認するが、表紙には気付けなかった。久しぶり
カルテ記載する際に、表紙にロキソニン禁と貼られている事に気付く。9時の時点で、気分不快、 のチームであり、その人の部屋担当になるのが初めてであったのに、情報収集が不足していた。
嘔気、蕁麻疹など著変みられず。
カーデックスも見たつもりになってしまい注意が不足していた。
前日の末血の検査結果が、前回と比べ低い値であったため、再検の依頼を受け測定しようと検体 前回の値より低い値と認識していたが、再検の値も変わらなかったため報告してしまった。
を確認したら、採血管の中に凝固片がへばり付いていた。
前日の夜よりＮＧーＴが気持ち悪いという訴えが数回あり、気にしている様子であったが必要性を 患者への説明不足
説明すると納得され入眠されていた。翌朝数分目を離した時に自己抜去された。自己抜去した
後、患者様も抜いてはいけないとわかっていたが我慢できなかったと看護師に対して何度も謝って
いた。
前日の予約に名前があったが、検査当日の予約には消えていた。（腹部エコー）その事に気付か ・予約表チェックの確認不足 ・病棟との連絡の不備
ず検査を施行してしまった。（電話はあったが、”予約をキャンセル”という事ではなく、予約がある
かどうかの問い合わせのみだった。）
前日ベッドから起きようとして転倒したために4点柵にしていたが、自分で柵をはずし、自分で降り 入院して間もないため不穏状態であった。落ち着くまでは頻回に目配りをするようにする。
ようとして、膝まずく。
前日までは補液１本の点滴を時間２０ｍｌの流量で設定が、本日より２本になるも流量はそのまま マニュアルでは点滴のダブルチェックが３回もあったのに、流量の設定がされなかったのは、ダブ
でした。
ルチェックの必要性についてもう一度考えるのが大切です。
前日まで抑制帯を使用していたが、当日は不穏行動はなく抑制帯をはずしていた。０：００にデニ ・危険度の予測が甘く抑制をしていなかった。
スチューブと点滴を自己抜去された。
前日も何回も転倒した患者さん。うーご君のＮＣがなり訪室したところ、すでにベットサイドの床に チーム内の情報共有化が不足
座っていた。よる19時過ぎにセルシン＋ＮＳ１００ｍｌのＤＩＶをしており、薬剤の影響もありと思う。
前日より、デパス3錠分3で服用中。昼食時、車椅子で介助で食事摂取された後、ベッドに戻る。し 過去にも転倒されたこと有り。薬の影響も考えられる。
ばらくして様子を見に行くとベッドサイドで転倒されていた。特に外傷はなかった。
前日より中止となっていたリパンチル１Ｔを誤与薬する。当日、日勤業務終了間際、日勤の与薬係 夕薬のチェック表に中止の変更が無かった。前日の看護業務計画表には中止の記録があった
りが、夕薬のチェックをした所、当患者のリパンチルが中止になっていることに気付かず、指示受 が、どのような申し送りがされていたかは夜勤与薬者には不明。日勤からの申し送りでは中止は
け忘れと思い込み、薬局よりリパンチル１Ｔを受け、夜勤者がそのまま夕食後に与薬してしまった。 報告されていなかった。日勤帯の申し送りをしたスタッフは、当日朝から外診の付き添いで午前中
誤薬に気付いたのは消灯後、看護記録を書いている時であった。
の担当者は１５時に退社しているという状況であった。
前日より中止になっていた抗生剤を処方箋が前回入力分をファイルしてあった為に当日施行して 指示を受けた看護師が適切に処方箋の処理を行わなかった。 古い処方箋をそのままファイルに
しまった。日勤終了後カルテ記載時カルテ内に新しい処方箋を発見し間違いに気がついた。医師 はさんでおいた。
へ広告すると当日の夕より再度中止するよう指示あり。
前日より注入量と注入時間が変更されていた、申し送りもワークシートにも記載されていて、その 無意識にいつも通り行ってしまった。 ワークシートでの確認を怠った。
事実は把握していたが、実際に注入したのは以前の時間に行ってしまい予定時間より１時間遅れ
てしまった。注入直後に乳児記録用紙に量と時間を記入するときに注入間隔があいていることに
気づき注入時間を間違えたことに気がつく。
前日開始されるはずの内服が薬局よりされあがってきた。前日の深夜でＢＰ上昇あり内服指示が その日に新しく処方指示の出たものが薬局から上がってきたことをチェックすることをしなかった。
でた。その時点で薬局より１錠持ってきて内服してもらいリーダーに処方箋を渡す。リーダーは薬
局へおろすカゴの中に処方箋を入れたが、その日カゴを使用せず他の薬を薬局におろしらしく、翌
日になってかごが薬局に下り処方が翌日になってしまった。
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他病棟から移ってきた時には、検査予定を確認しなおす。
カルテと指示書を必ず照らし合わせて確認する。
指示の確認を良く理解し、何度も確認する。良くわからなければ、他の人に必ず確認する。思い込
まないように何度も確認する。
配布時残っている部分のみ薬袋回収。夕食後薬分のみであることの確認の徹底。

忙しいときこそ、基本に忠実に指示書の再度確認。また3回確認をおこたらない。
患者の排尿方法を確認する。バルーンカテーテル留置の有無をチェックしなければいけなかった。
患者に９時までの最終排尿を確認しにいかなければならなかった。他の場所に尿が蓄尿してある
ことを考え、他の勤務者にも採尿後の処理について確認しなければいけなかった。
点滴指示は複写式のオーダーシートに変更し転記する作業をなくす予定です。これにより業務が
簡素化できると思います。
再教育の実施。伝達システムの確認と再構築。

禁忌薬は、カルテ、カルテ表紙に赤字で大きく記載する。カーデックスに書く時は、薬の欄付近に
赤字で書く。 薬を与薬する時は、指示だけでなく、アレルギーや禁忌薬の可能性を頭におき確認
する習慣をつける。情報収集を十分にする。危機感を持ち、見たつもりにならず、よく情報収集で
きるようにする。
検体の凝固の有無をよく確認する。末血などの抗凝固剤入りの採血管は、採血後直ちに拡販す
る。
患者教育訴えの傾聴

・検査日当日と前日にプリントした予約表とのチェック（追加等のチェック） ・検査箋の確認
本人ができる範囲を把握し、時間をかけて本人と話し合う。
他の人がダブルチェックしていても、もう一度確認する。ただ読み上げているだけではでめです。
・不穏の既往があれば、家族の許可を得て抑制する。・転倒･転落アセシメントシートの利用がされ
ていない。
薬剤の影響度を考慮した転倒予防対策の実施が必要。カンファレンスすること
転倒転落アセスメントシートを再度チェックし、転倒リスクが高いことをスタッフ全員が認識し、要注
意とする。
申し送りの徹底とマニュアルの遵守

指示をうけた看護師が確実に業務をこなす。
ワークシートでの確認手順を省かない。 注入時間・量などもダブルチェックを行う。

新しく出た処方指示を受けたナースはリーダー帳に記入し、処方が薬局からあがってきて処理をし
たらチェックをすること。
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具体的内容
背景・要因
前日関節液検査が提出されて尿酸と報告する。翌日同患者様の関節液が培養検査に提出された 知識不足
ので、前日の検査結果報告に不安があったので他のスタッフに確認してもらったところピロリン酸
であった。
前日期限の牛乳を配膳した。直ちに回収し交換した。 全患者、飲んでなかったので問題は無かっ 確認不足
た。
前日抗生剤の処方を医師にして頂いた。輸液チャートでは、マキシピームが３本必要なのに２本し 処方箋・チャートの照合確認不足。薬局より届いた時、数量チェック不足。検査が多く、そちらの方
か処方されていない事に気が付く。医師に確認のうえ処方は後で頂くこととをして、当直師長に連 に気を取られていた。
絡して１本薬局より出して頂く。
前日試験外泊時、側臥位になったときに脱臼。帰院後整復したが翌日、側臥位になる動作を確認 不注意 患者側の要因による
するため見守り下にて行った際に、再脱臼をおこす。 主治医に報告。レントゲン施行し脱臼が判
明。透視下にて再整復。側臥位になる際には股関節を軽度屈曲にした状態で行うよう、主治医か
ら説明。
前日準夜入院。看護師による介助で朝食、洗面をすませ、ベッドサイドで車椅子に乗って廊下を向 休日で、深夜勤務者からの病状悪化が見られる患者様の相談を受け援助に入っていたためチー
いて座っていたが、ベッドの柵を外し自分でベッドに移ろうとして転倒。病室の患者様が音に気づ ムの患者様のラウンドが遅れてしまった。また、本患者様が食後に車椅子移乗していることを知ら
いて発見.看護師に連絡があった。外傷／打撲などなく意識レベル低下も見られず。医師報告、来 ないでいた為転倒されるまで病室巡回をしていなかった。
院された家族にも報告する。
前日全身麻酔にて直腸低位前方切除施行される。夜間多弁であり入眠ほとんどすることなく経
入院当初も不穏症状認めており手術後不穏を予測しカンファレンスもしていた
過。６時バイタルサイン測定の為訪室すると右鼻腔よりマーゲンチューブを自己抜去しているとこ
ろを発見。ＩＶＨ、バルーンとチューブ類多く注意していた。血圧低下であり頻回に訪室していたが、
６時に訪室した時には自己抜去していた後であった。８時頃、胆汁様のもの５０ＣＣ程嘔吐される
が以後嘔気消失。
前日昼に与薬するエフピー１Ｔを服用忘れ､翌日、他の看護師に指摘された。6日より×１から×２ 内服の準備、実施時の処方箋のチエック体制の問題 カーデックスによる指示変更の拾い漏れ
に変更になったが、カーデックスの記録を拾い漏れし、処方箋の確認を怠ったため昼無投薬に気 （情報共有の問題）
がつかなかった
前日透視下でIVH挿入し、帰室したさい、車椅子のポケットにカルテが入りっぱなしになっていた。 不適切な判断 確認不足 思い込み コミュニケーションや連絡不足
朝、ヘルパーさんが発見し看護師に報告。緊急指示がでており、23時よりアミノトリパ1号をつなげ
るという指示だった。発見時、19時から3時のアミノフリードが11時までのばされてつながっていた。
カーデックスに19時から11時と書きなおしてあり、深夜でも11までのばすと思いこんで、カルテに戻
り指示を確認する事をしなかった。朝、主治医に報告し、その時点よりアミノトリパ1号をつなげた。

改善策
検査に自信が持てない場合は診療科と交渉して後日（平日）報告としてもらう。スタッフ全員が一
定のレベルまでできるよう研鑽する。
賞味期限当日以前の食材の取扱いについて検討し、改善をおこなう。 スタッフ全員に確認し再度
徹底する。
処方箋・チャートを照合数量チェックを行う。薬局より届いたら、速やかに数量チェックを行う。業務
量が過剰な場合他の職員に業務依頼を行う。
前日の脱臼という経緯を考慮し、体交時には一層の注意を払う。

転倒の危険のある患者様は、特にスタッフの少ない休日の朝食後、洗面が済まれたらベッド上で
休んでいただくようにしていく。
頻回の訪室、チューブ類の管理、家人の協力を得る

カーデックスの情報収集を確実にすること。処方箋でのチエックをマニュアル遵守でおこなうこと
IVH挿入後には、その目的から考えても点滴内容が高ｶﾛﾘｰに変更されるという予測は、可能だと
考える。 少なくても２人の看護師の勤務を渡っているので、どこかで気が付く様にしたい。

前日入院の患者の採血を依頼された。スピッツを持って患者のベットネームを確認、採血を始め ベッドサイドでの確認手技を誤った。正月の休日体制になった初めの日で、前日の入院が多かっ 確認手技の再確認。
た。採血している途中でたの看護師から患者が違うことを指摘され気がつき、検体間違いは防げ たため生じたと考える。
た。患者が同年代の患者あること、この患者であると思い込み、スピッツラベルの患者名を確認せ
ず行なってしまった。
前日脳梗塞で入院し、翌日2時点滴自己抜去、3時20分ベッドサイドに立ちバルンを引っ張ってお 入院時にレベル４－５－６で不穏時、抑制の指示を受けていなかった。88歳の高齢者で入院、医 バルンカテーテルの必要性を検討 不穏患者の対応について家族への危険性説明や協力依頼
り血尿となる。抑制の許可をもらい抑制した。尿量の減少と下腹部の膨隆あり医師がバルン再挿 療処置を理解できず、混乱が生じることは予測できたが、抑制により興奮させるのではないかと点 多忙時の応援体制の整備
入した。１７：４０陰嚢からソケイ部にかけて腫脹あり、バルン交換、血塊が流出するため泌尿器科 滴自己抜去時、抑制せずにいた。また、入院時に家族へ管類の自己抜去の危険性の説明や協力
医診察、透視下で尿道損傷あり、膀胱ろう増設した。
依頼がされていなかった。
前日夜から患者様が車椅子を押して、歩行するのが目立っていた。注意をしたが聞き入れないた 患者観察不足。患者様のにあった補助用品ではなかった。
患者様にあった補助器具を検討する。
め、観察をしていた。その患者様の食堂へ来る途中、同様の行為にて廊下に伏臥出で転倒する。
外傷はなかった。
前日夕-A氏夕食全量摂取し、バイタルサイン安定。介助にて便器移動し排尿あり。21：00-消灯 ・１時間毎の入院患者全員のラウンドが徹底されていない。 ・A氏は退院が近いため、3時以降の ・全入院患者は、１時間毎のラウンドにて観察して行くことを徹底する。（ラウンド時間を管理日誌
「ありがとう」の会話あり 23：00-入眠中。1：30-ラウンド時、覚醒しており尿意訴えあり。ポータブ ラウンドの際、見に行っていない。（既往歴には心疾患があり、ペースメーカー挿入中であったこと へ記入していく） ・予定者の分娩進行度と、緊急入院などの対応については、夜勤スタッフで良く
ル移動介助し、排尿あり。「ありがとう」の会話あり。入眠。3：00-入眠中（呼吸おだやか）。4：00- からも、観察の必要があった。又、入院管理と言う点でも全ての患者をラウンドすべきだった。） ・ 話し合い決める。（必要に応じて対応が難しいようであれば、当直師長に説明し、応援を要請す
Baby室担当者休憩のためBaby室にて授乳手伝い。点滴管理中・ストマ患者のいる大部屋ラウンド 内科緊急入院の対応もあり、ラウンド開始が普段は6時～だったが、6：40頃からとなってしまった。 る） ・業務連絡を密にする。 ・退院間際の患者さんにも油断することなく、きちんと観察する。
する（A氏の部屋ラウンドせず）。5：00-点滴更新、蓄尿を捨て、故障中の張り紙の作成、内科緊急 ・分娩室では、初産婦が分娩進行中でもあり、他スタッフ2人が分娩室にいた。（6時～7時まで）
入院の準備。5：55-内科入院対応。6：40-ラウンド開始（大部屋から廻り始める）。7：15-A氏心肺
停止状態で発見。ただちに当直医・師長へ連絡し、心肺蘇生を開始する。その後主治医へ連絡。
7：40-家族へ連絡。8：01-家族到着。8：09-死亡診断される。
前方固定術後8日目。本日からフィラデルフィアカラー装着して離床。立ち上がり練習後、端坐位で 8日後に離床したために生じた起立性低血圧。
ギャッジアップ時間をさらに延長する。歩行距離を短くする。今回、カラーサイズがなかったこと、祭
の血圧124/68。めまい、吐気などの訴えなし。監視下、歩行器歩行にて20ｍ程度移動後、椅子に
日だったことが重なって、カラー装着できなかったために離床時期が遅れたので、各サイズのカ
座って休憩。休憩中に気分が悪いとの訴えがあり、その後、軽度の痙攣あり。すぐに、寝かし、スト
ラーを絶えずに備えておくことが必要と思われる。
レッチャーにて搬送後、血圧140台にて症状安定。吐き気、めまいの訴えもなくなる。
前夜から39.0℃の発熱があった患者。朝7：30頃の検温で再び39.4℃に熱の上昇をみとめた。解熱 前日まで独歩で院内を散歩していた患者であり事故の予測はできなかった。
発熱時は転倒のリスクが高くなることを頭におき、転倒転落危険度スクールを再施行する。
剤投与後8：20頃主治医が訪室した際にベッドとソファの間に仰臥位で横たわっている患者を発見
し、ナースコールで援助要請あり訪室する。バイタルサイン、意識レベル、打撲痕の有無について
Ｄｒと共に確認した。患者は意識はっきりしており、外傷もなかった。
前立腺がん骨転移の末期で、血圧低下のため塩酸ドパミン注射液（600mg/200ml）を輸液ポンプ ポンプ内でルートが外れると、フリーフローの状態になることと、その時点でアラームが鳴らないと 今回の事故事例、ポンプに関する知識を事故防止のために普及していく。多量投与の予防の為、
を開いて2ml/Hで投与をしていたが、輸液ルートのポンプ内の装着不備により、約30分で60ー
いう事を知らず、危険予測をした上での確認ができていなかった。
定容量輸液セットを用いる。確認方法の見直し。 １、Wチェックを行なう。9時・17時・1時 2、その
100mlが投与されてしまった。PtがEKGモニター上頻脈となっているところを発見。顔色不良、抹消
他：流量を変えたとき、ポンプを付け直したとき、点滴更新時 3、項目：流量、予定量、積算、ボト
冷感あった。薬剤の最大投与量は20ml/H/50Kgであり、約10倍量が投与されたことになる。
ル残量、フリーフローになっていないか、ポンプ内のルートがきちんとはまっているか。ルート全
体、三活の向き、刺入部 4、器械を過信せず、自分の目で確認する
前立腺の生検後、病理結果を通常通り出来ると思い、患者さまに連絡してしまう。 病理学会のた 科内のボードにお知らせを張って置いたが、医師に後から伝えようとして忘れてしまった。
お知らせは貼るばかりでなく、赤線を引くなど目立つようにと、後でではなく即伝えるように。
め、変更のお知らせが届くが医師に後から伝えようとして忘れてしまう。 患者さまには説明ができ
なかった。
前立腺癌治療剤カソデックス錠の処方を調剤した際、誤って同じく前立腺癌治療剤であるオダイン 一般に抗癌剤の患者用説明書には薬品名が記載されていない。
オダイン錠の患者用説明書をビニール袋に入れ、袋に品名を記載した。また袋にオダイン錠の説
錠の患者用説明書を添付した。監査で発見されずに病棟に届けられた。両剤の棚配置は隣り合っ
明書を１枚貼り付けた。製薬会社には患者用説明書のデザイン再考を依頼する。
ていた。当該患者の薬剤は看護師管理であったため、説明書は患者に渡されず、影響は無かっ
た。次回処方時に空き薬袋を処方箋に付けて薬局に戻すシステムを取っている。このシステムに
より次回調剤時に発見された。
前立腺癌病期判定目的で外来でMRIを予約していた患者が来院時、以前当整形外科にて左下肢 オーダリングに「ヨード禁」「ＭＲＩ禁」等情報共有システムがない為。
整形外科医に確認を取り、ＭＲＩ施行可能の許可をもらい施行した。
骨折術を施行しており、スクリューが留置されている事が分かり、整形外科医師より手術内容を確
認するまでMRIの施行不可とした為、検査時間が遅れた。
前立腺肥大症の患者様にストッキングをはかせるのを忘れてしまい帰室時に気付きました
必要だという事は理解していたがうっかりわすれてしまった午後３時からの手術のため，術前準備 グリーン紙にストッキング着用と記入しチェックするようにする．前日に採寸して用意しておく
の確認がおろそかになっていた．
前腕部より挿入した持続点滴を時間８０ｍｌで自然滴下調整をしていた。２本目を接続し速度を調 ・観察マニュアルの不統一 ・挿入部位のリスク予測不足
・観察マニュアルの作成による観察事項の統一 ・適切な挿入部位の選択
整したが３時間で終了してしまった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
全ケモ。朝8時～22時までの予定指示であるが、担当看護師は注射箋をみておらず、昼に一度抜 新入職3ヶ月の看護師であり、思い込みで業務を行った。一部の医師はプロトコールを作っている プロトコールの作成と全科での実施をすすめる。注射指示箋の確認を怠らないよう指導。
針。午後に再開したため、消燈すぎに終了した。
が、消化器科医師はそれを使っていないため、患者さんへの説明がなかった
全て分包になっている薬剤のうち、ハルシオンのみ７日分不足の申し出が、患者様よりあった。
全て分包になっているため、ハルシオンも１４日分で他の薬剤と一つながりに調剤しているので、 このような、事例については間違えが考えにくく、薬を渡す時に直接確認するよう努めること
１種類のみ７日分不足している状況は考えにくいことでした。
全介助で車椅子乗車しダイニングで夕食を待っていた。声が聞こえたので、行くと、床に倒れてい 恐らく、スリッパが脱げ、かがんで取ろうとして、そのまま倒れたと、思われる。
そのときに、スリッパは嫌いと、言われていたので、今後はスリッパをはいて頂かないようにする。
た。医師診察依頼し、様子をみるように指示あり。
全介助にてポータブルトイレに移動しようとした際、足がもつれて尻餅をつきそのまま倒れて頭部 夜間の二人勤務体制の中で、もともと杖歩行が出来ている患者様なので、との思い込みと、早め 介助者が動けるスペースをしっかり確保することと、患者様の情報を提供しあうこと
を打った。夕食後から不定愁訴がつずいており、ベッド上に立ったり、座ったりの動作が頻繁にな に眠剤を投与させたことの効果が出る時間帯ということが充分考慮できなかった。回りの足場を整
り、眼ル前の薬をのませた為に、本来は出来ることも足元がフラついてしまった。
え、1人ではなくパートナーと一緒に出来る様に動けるスペースの確保が必要。
全粥プリン状食の患者様に普通の全粥食を提供される。家人より指摘があり気がついた。
プリン状食のテープがはずれていた。表示の仕方を考慮すべきです。
栄養部と配膳時にも確認が必要です。
全粥を入れなければならない患者さんに米飯（普通食）を入れていた。看護師が配膳時に気づい 情報の伝達・連携 食事の札が小さく見えにくかった
食札の色、文字の大きさ、サイズを変更し分かりやすくする
てくれた。患者さんへの影響は、気づかずに摂取していれば腹部症状等の出る可能性あり
全自動錠剤分包機で、ヘルベッサーＲ１００（１日１回１カプセル）を調剤したら、２カプセル分包さ 確認不足。
確認を徹底する。
れていたのが１包あった。パソコンの注意画面を見て監査したが見つけられなかった。
全身清拭とオムツ交換を側臥位にて施行し、その仰臥位にしたところ、経鼻挿管中のチューブが２ 側臥位にしたとき、チューブを押さえてするべきだった。
皮膚の状態を考慮した上で、鼻とチューブだけでなく、頬部の方までしっかりと固定する。
ｃｍほど抜けていた。固定の絆創膏が外れた。
全身清拭時は，ＩＶＨの点滴ラインの異常を認めなかったが、２０分後にナースコールがあり訪室す 持続点滴中の点滴セットの接続部の確認を定期的に実施していなかった。点滴管理手順の不
看護手順の整備。スタッフ間での事例の共有・観察項目の共通認識。
ると、点滴セットの接続部が緩み、血液が逆流し、チューブ内が閉塞していた。
備。
全身麻酔での挿管時、研修医による挿管がむずかしいという判断で、指導医が挿管した。 合併 挿管は頸の長さや神経の分布などによっても影響を受けることがまま見られる。
通常の挿管を行ったが術後嗄声が起こっている。今後操作には十分注意をするとともに、術後の
症の発生を予防するため指導医が行ったが、術後、嗄声が起こってしまった。その後、嗄声につい
フォローを徹底する。また、術前の合併症について患者に十分説明しておくことが必要と再度確認
て診察、様子観察となる。
された。
全身麻酔で日帰りOPEの予定の患者が全身状態により局所麻酔のOPEに変更になった、医師に 医師看護師間の連携の不備
医師看護師間の連携の方法の再確認
確認をとらずに日帰りOPEの説明を患者にしてしまった。結果外来OPEの患者が入院となってし
まった。 入院後医師により外来OPEで良かったと告げられる。
全身麻酔にて手術後の患者で飲水開始時間をAM６：００と書いてあったのを午後の６時と勘違い オーダー確認における問題点。時間の書き方の問題点（２４時間で記載されていない点）
指示の確認。AM PMという書き方を改めてはどうか。
して腸音確認後飲水させてしまった。
全身麻酔の患者様の手術のお迎えの際にアンビューバッグを手術室に持っていくのを忘れてし 確認が不十分であった。
マニュアルを再確認し、物品を準備するようにする。
まった。手術室の看護師に指摘された。
全身麻酔下でOPE後、不穏症状ありリカバリー入室。鎮静剤使用し入眠しているのを確認。リカバ ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
看護師間の協力 情報交換の徹底
リー担当者に状況を説明、観察依頼後に他患者を巡視中サーフロ針を自己抜去し歩いている姿
を発見する。
全身麻酔下で仰臥位の患者の両手を外転した手術体位をとった。Ｌ字型アーチを上肢手台上方で 確認不足（Ｌ字アーチと上肢が接触していないか）・上肢の外転を９０度以内としたが手台の固定 体位固定時の確認事項を際チェック文書化
個定。手術終了後（３時間）右上腕に巻いていたマンシェット上方に皮下出血を指摘され、マン
を確認していない（術中に手台が動いた可能性がある）
シェットを外すと１０×１０ｃｍの皮下出血あり。
全身麻酔下の手術中に医師にベッドを傾けるよう指示された。ボタンを押したが、動かなかった。 新人へのフォロー体制
手術看護師への事例の共有（学習会）
再度ボタンを押したら動いた。 手術操作中であったのに、医師に声をかけなかった。
全身麻酔時、筋弛緩薬（マスキュラックス）を溶解する前の蒸留水を溶解したと思い込み、ＩＶし、挿 全身麻酔時、筋弛緩薬を溶解せず挿管しようとした
患者へ投与する前に再度溶解していることを確認する（空アンプルを置いておく）
管しようとしたが開口の段階で体動があり、気が付いたため、直ちに溶解したものをＩＶし、挿管し
た。
全身麻酔手術のため、内服時間が朝から６時に変更になっていたが、見落として８時によやくした 知識不足 確認不足
カルテ情報と内服との関連を理解する
全身麻酔導入後、尿道カテーテルを挿入しバルン固定の確認を行ったところバルンが破損してお
り固定ができなかった。
全身痙攣発作があり医師の指示でホリゾンと生食を詰めたところ混濁した。医師に報告しホリゾン
１Ａの静脈注射に変更した。
全尿の一部採取を行うところ、採取しないで廃棄してしまった。

バルン部分を蒸留水にて確認した際は破損しておらず、製品自体の耐久性の問題と、挿入時バ
ルンカテーテルの取り扱い時の手技の誤りで破損が起こったと考えられる。
ホリゾン混合の注意事項を把握していなかった。

準備時の破損の有無の確認と取り扱い手技の再教育が必要。
ホリゾン混合の禁忌について把握する。

カーデックスからの指示拾いミス。同じチームの看護師から採取する患者の名前を聞いたが、他 自分の目で確認する。思い込みで行動せず、再確認する。
の患者の採尿があり、その患者のことだと思ってしまった。
全尿の検体をとり忘れた。医師に報告し検査は中止となった。
検体を採取する看護師が明確になっておらず、受持ち看護師もフリーの看護師も、忘れていた。 畜尿瓶に、翌日全尿の検査があることの表示を行うよう作成した。
看護師同士のコミュニケーションも不足しており、確認がお互いできていなかった。
全麻で腎摘の手術を受ける患者様の輸血確保の為、OP前日に輸血伝票にOP伝票に書かれてい 転記ミス。 主治医の書いた字が分りにくかった。
輸血適合依頼伝票は医師に確実に書いてもらう。 輸血の指示を受ける時、依頼伝票と血型判定
る血型を見て請求依頼した。翌朝検査室で、血型が違う事に気付き指摘された。
用紙を照合して確認する。 主治医は分りやすい字で書いてもらう。
全麻手術終了後から体動激しく，NGチュ―ブを自己抜去される．
・もともと体動が激しい方であったので，自己抜去の危険性は十分に考えられた．・少し落ち着い ・自己抜去の恐れがある場合は，早めに抑制を行う．・ライン類の固定は確実にする．・ベッドサイ
た時があり，見はからい点滴を取りに行っている間に自己抜去されていた．
ドから離れる時はライン類を整理して，安全を確認する．
祖父が面会中、ベッド柵を降ろした状態で児がベッドの上で遊んでいた。祖父はベッドの下方のと 面会者が替わり、ベッド柵の使用方法や転落防止の説明内容が伝達されていない。 カンファレン ベッド柵の使用法を家族に説明しているが、家族が替わったときも一声かけ注意を促す。
ころでで椅子に座っていた。児が前のめりになって転落してしまう。外傷なし。看護師はカンファレ ス中で観察が手薄だったか。
ンス中で気がつかなかった。母親より報告があった。
祖母より末梢点滴ラインを抜いてしまったと連絡があった。
観察不十分
小児は思いがけない行動をとる事があるので頻回に訪床して観察する。
鼠径部よりＩＶＨが挿入されている患者さん。訪室すると全裸になっており、ＩＶＨ自己抜去されてい 理解力の乏しい患者さんで、抑制の必要性があったと思われる
ＤＩＶ中は抑制する
た。ズボンのすそからルートを通し、抑制はしていなかった。抜去部出血は無く、主治医に報告し
て、ＰＮツインは中止としＫＮＭＧ3号のみ末梢からＤＩＶした。
鼠径部よりダブルルーメン挿入している患者にメインルートからアレビアチン１Ａ＋生食１００の点 ＤＩＶ成分の理解不足。
ＤＩＶの理解。分からなければ他の看護師に確認する。
滴を施行されておりルート内が白濁していた。すぐに中止しヘパリン生食を通し、ルート交換した。
ダブルルーメン挿入中だったのでメインと違うルートで残りを施行した。
鼠径部よりダブルルーメン挿入している患者にメインルートからアレビアチン１Ａ＋生食１００の点 ＤＩＶ成分の理解不足。
ＤＩＶの理解。分からなければ他の看護師に確認する。
滴を施行してしまいルートが閉塞しかけた。
創感染のため、抗生剤の点滴をしていたが、手術当日もいつもと同じ量（2本）の指示で、他の手 手術当日にベット移動があり、チーム間での申し送りが不足していた.また、術前指示書には記載 ベット移動した後の指示など、わかりやすいように申し送る.今回のように術前から行っている処置
術と同様に術中と術後に施行するものだと思い込んで手術前に施行しなかった。手術室より確認 されていなかったため、医師に直接確認することを怠った.
など、指示がない場合は医師に確認する。
の電話があり気付いた.
創傷処置はイソジンゲルからゲーベンに変更になっているのに気づかずイソジンを塗布した。
変更になっているのをカルテで確認していたが、実際には前のイソジンにて創傷処置を行った。 初心に戻り3回確認
うっかりミス
創痛訴えありで準夜帯より落ち着きがなかった。ＰｔのＢｅｄ柵は左右1つづつしかついていなかっ 患者要因
頻回の訪室
た。0時のラウンドにまわったらＰｔがＢｅｄサイドに長座位になっていた。ナースステーションでは特
に大きな物音も聞かれなかった。Ｂｅｄ柵を4つにし、それそれの柵を弾包で固定し、頻回に訪室し
た。
創部ドレーンの自然抜去。 ＧＷのため訪室した際、ドレーンが抜けていた。訪室前尿器で排尿し ドレーン固定のためナートはされていたが自然抜去となってしまった。
足間接部に挿入されていたため、体動により抜去されないように今後包帯固定を行なうようにす
ていたが、特に引っ張られた感じもなかったと言う。
る。
創部ドレーン挿入し病棟帰室した。病棟ナースより、ドレーンの接続部をベルト補強し忘れていると ライン類の管理・確認不足。
ライン管理について再度マニュアル確認し、理由づけなども理解する。
の連絡を受けた。
379

9680
9681
9682

9683

9684

9685

9686
9687
9688
9689
9690
9691

9692

9693

9694

9695
9696

9697

9698
9699
9700

9701

9702

9703

9704

9705

具体的内容
創部のろう孔を中綿球で洗浄中にろう孔の奥に入り込み取れなくなった。２日後の処置時に発見
した。
創部の状態を観察後、次勤務者へ申し送りをおこなった。深夜勤務に入り、再びガーゼ交換を実
施したら創部に入っているドレーンが抜けており、廃棄物のボックスでドレーンを見つけた。前勤務
者に確認したが、記憶があいまいであった。
創部確認したら、デュープルドレーンが抜けていた。ドレーンにかかっていた、糸が緩んでいた。ド
レーンはそのまま抜いて、ネラトンカテーテルをいれた。
双胎の分娩後に赤ちゃんの検温表を作る際、Ａ児とＢ児の検温表の記載を担当した。Ａ児の検温
表にＢ児と書いてしまったことで、次の勤務帯からの記録に間違いが生じた。また、間違いに気づ
いたスタッフもわかるスタッフに確認をしないまま記録を訂正したため（訂正が間違えていた）さら
に混乱した。
双鼻チューブを外したりすることはあったがライン抜去するなどの危険行動はなかったが、訪床す
ると中心静脈ラインが抜けてしまっていた。皮膚の掻痒があり掻いていたところ抜けたとの事で
あった。
掃除の職員から“ベッドに移ろうとしていて危ないからチョット見て。”と言われ訪室すると、ベッドの
右側横で車椅子からずり落ちている患者を発見した。 →左のフットレストが足を置ける状態に
なっていて、そこに臀部が乗っている感じだった。 →車椅子に乗車させ、ケアステーションに連れ
て行き、看護師（リーダー）に報告。 →VSチェック。疼痛・気分不快無いため経過観察した。 →
ベッド柵を４本にした。
挿管セットを確認している時に足元を見ずに移動したためにスワンガンツモニターケーブルを足で
引っかけて破損してしまった。
挿管チューブ、自分で抜いて暴れていた。床に投げつける。
挿管チューブの自己抜去
挿管チューブの自己抜去 アラームが鳴り気がついた
挿管チュウブを患者自身が抜去してあった所を看護師が発見する。
挿管チューブ抜管後、右舌先端に色素変化がみられた。 患者に痛みやしびれはみられなかっ
た。 すぐ麻酔科医、主治医に報告。 診察を依頼。 病棟看護師に申し送り引き続き観察を依頼
した。
挿管の必要性を説明されるが拒否をしていた患者様。２時ごろより更に呼吸状態悪化し、家族と
主治医より説得され挿管を受け入れ４時に挿管し人工呼吸器を装着した。デュプリバンを１２ｍｌ／
ｈ使用していた。吸引したときに上下肢を動かしていたが体動はなかった。７時４０分に他の部屋
に検温に行き５分後に戻ってくると挿管チューブを自己抜去していた。すぐに病棟にいた医師を呼
び再挿管した。自己抜去後酸素飽和度が一時的に４０％台になるが再挿管後には９５％に戻る。
医師の指示でデュプリバンを１５ｍｌに増量した。
挿管患者様にMTより内服薬だけ注入を行っていた。本日昼から食事が開始となる予定であった。
しかし、食事の注入を行うのを忘れてしまった。主治医へ報告し夕食時から開始となった。

不注意、適切な衛生材料ではなかった。

背景・要因

改善策
創の状況に応じて綿球の大きさ変え、医師は注意深く行う。

・ドレーン部の観察等に対する知識不足 ・勤務交代時の申し送り不足

・創部観察に関する申し送り内容の統一 ・ドレーンの目的等についての再教育

ドレーンの固定方法

固定を確実にしてあるか観察する。緩んでいる場合は、糸をかけなおす。

確認不足 うっかりミス 思い込み 急いでいた

・情報の伝達・連携と情報共有の仕方について指導

観察不足

絆創膏を使用している患者様には皮膚の状況も観察し、皮膚トラブルのないようにする。

食堂に居ても車椅子を自分で駆動し、ベッドに戻りたがり自分でベッドに移ろうとした為に行なった 常にベッド柵を４本にしておき、自分でベッドに上がらないようにする。 ナースコールを押す事が
と考える。
出来ない為、自分で車椅子を駆動しているときは、介助でベッドに戻す事にする。

確認不足
2時のときは何ともなかった。
鎮静効果が不十分
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 観察不足
意識レベルの状態のチェックが不足していた。
原因不明

移動する時は足元をよく見て動く。 コード類は踏まないように気をつける。 コード類は床に這わ
ないように固定する。
チューブの位置、抑制帯の確認。鎮静剤の投与。挿管の必要性の確認。
適確な鎮静剤の投与
観察の徹底 訪室回数増等
抜管できないように抑制をするべきであった。
わずかな異変も見逃すことの無いよう注意を払う。

病棟の方針で側を離れる時にも安全ベルトは使用していない。 デュプリバンの鎮静効果の確認 鎮静効果を正確に判断し危険防止に努める。 部屋を離れないような勤務の工夫をする。
が不十分だった。 病室を離れた。 予測が不足していた。

休日中に出された指示であり、ワークシートに入力がされていなかった。 午前と午後で受け持ち ワークシートだけでなくカルテでの確認を怠らない。 看護師間の申し送りを密にする。
看護師が変わっており、看護師間で申し送りが不十分であった。 午後から受け持った時点でのカ
ルテでの情報収集が不十分であった。
麻酔マニュアルの徹底がされていない 医師間の連携不足
麻酔担当医の徹底 研修医のみにしない

挿管後しばらくして、麻酔器の呼吸バッグが破裂した。麻酔器がベンチレーター用になっておら
ず、閉鎖状態のままであったために起きたと医師より聞いた。その時、術者・助手・器械出し看護
師は手洗に行っており、麻酔は研修医が担当していた。私は外回り看護師をしており破裂した音
に気づきすぐに術者を呼び対応 肺破損の有無の確認のため至急胸部レントゲン写真を撮ったが
異常はなく肺音も変わりないため、手術を続行した。
挿管操作中、喉頭鏡により上前歯を損傷。折れた歯を確認し、挿管した。
危険な歯に気がついていたものの、挿管操作に集中していた為に起こった。

挿管前から一本しかなかった歯を注意していたが、折れてしまった。再度Dｒに注意を促すようにし
たい。
挿管中、セデーション中であったが覚醒されており、他の患者の処置中に自己抜管された。呼吸 危険性の予測が甘かった。抑制をかけているのに、効果的な抑制になっていなかった。体動時の 少し体動が出てきた時点で指示の薬剤を使用する。家族の承諾を得て効果的な抑制法を実施す
器のアラームで気がついた。両上肢を抑制していたがゆるくなっていたと思われる。アンビュー開 指示がでていたが、積極的に使用しなかった。
る。
始し、再挿管される。
挿管中だが朝６時セデーションoff後の患者、pmよりconsあがり危険防止のため両上肢抑制して 申送り前に体位を整え、抑制も結び直したが、患者の考えられる体動のアセスメント不足にて結 上記のよう抑制はしたが患者の予測される範囲の判断が浅く、事故に至ったと考えられる。また患
いた。日勤準夜の申送り中体をねじり引き寄せ自己抜去したもよう、近くに寄った他スタッフにて発 ぶ紐の長さが不適切であった恐れがある。抑制で腸骨が触れるくらいの長さで固定したがその手 者は不穏状態であり,看護者から一番目の届く位置のbedであったが申送りに集中していまい目が
見。sideにいたDr指示にて酸素マスク投与し呼吸状態安定化、再挿管はせず。患者は胸水残存に に届くよう肘も使い、上半身を引き寄せる動きまで予測できなかった。
離れてしまった。危険予測はされてはいたが管理が不十分であった。抑制の仕方について可動域
て利尿後明日明後日抜去の予定であったため呼吸状態の悪化リスクがある。
のアセスメントと、それにあった固定の確実性を高める必要があった.
挿管中の患者で、意識レベルが徐々に良くなっていた為、自己抜去の恐れ有り両上肢を固定して １ 両上肢の固定が緩かった為に、チューブまで手が届いた。 ２ 自己抜去の恐れを考慮してい １ 腕がチューブに届かないように、結び方に注意する（効果の有る固定方法を行う） ２ 固定中
いた。16時30分訪床時、挿管チューブ・Ｍチューブ・ＣＶＣルート類には問題がない事を確認。１７ たが、固定中の為安心していた。
でも、頻回の観察により点検方法を観察する。
時他スタッフにより、挿管チューブ・Ｍチューブを自己抜去しているところを発見。（直後はインスピ
ロンに変更し、酸素投与していたが、再挿管となる。）
挿管中の患者様でＡＭ９：００陰洗、口腔ケアのため訪室すると加湿器の水が空であった。
呼吸器の管理不足。
各勤務最終にも確認を行う。
早出で４Ｆの内服投与。１名の方の内服がないことに気付き、看護室に戻って次の日の内服が出 ・深夜で食前薬を飲ませた事のコミュニケーション不足 ・配膳時に食前薬は投与しているが、そ 食前薬投与方法の統一⇒配膳時に投与する おかしいと思ったら実行する前に確認をする
してあったところ（処方を書くために１日分だしてある）より朝の分をとり投与、その後深夜のＮｓが の投与方法が統一されていない ・おかしいと思った時の確認不足
食前薬があったのを飲ませたと判明。
早出で出勤、採血に回っていた。病室で採血管のネームを見て名前を呼び患者の返事を聞いて 採血時、病室に何名採血する患者がいるか確認、その後採血者の名前を確認しながら、一人ず スピッツを手に持ったとき、患者様の側に立ったとき、採血ホルターにスピッツを入れるときに確認
から採血した。
つ採血していったがホルターにスピッツを入れる際の確認をしなかった。ベッドサイドに行くとき、一 が必要と考える。
人分ずつトレイに入れていくようにしていたので、スピッツの名前は確認したつもりでいた。
早出の勤務で看護師管理の患者様の朝食後・昼食後の内服を配っていたがファイルの最後に
内服が多く、変更も多く分かりづらかった。 処方箋用のファイルが所定の位置いなかった。 その 所定ところにファイルが無いと飲ませ忘れてしまうことがあるため、ワークシートに内服管理の患
あった内服に気づかず、気張り忘れてしまった。遅出の看護師がどう患者の夕食後の内服を配る ファイルをどこに置いたか誰も覚えていなかった。
者は記載してあるため、ワークシートから拾って把握するようにする。 内服薬の配布方法につい
ときにサインが無いことに気づき早出が配っていないことを確認。主治医に報告し、夕の内服して
て病棟内で検討中。
もらった。
早出勤務中、シーツ交換に時間がかかったため、Ａチーム全員の患者の点滴準備の担当となり、 注射カレンダーの確認不足。注射カート内に残っていないか確認不足。途中、リハビリに患者を迎 確認を正確な方法で行う。声に出して読み上げるなど、再指導した。
準備していたが、一人の患者の点滴作成時、アミノフリード５００ｍｌの中にアリナミンＦ１本を入れ えたりしたため。
忘れた。
早朝、病棟で患児の熱型を診ようと思ったが看護支援システムがダウンしていた。診療上必要な システム管理上の問題（担当者が前日の保存を忘れたことに伴うエラー）
業者は２４時間対応であるため、何らかのトラブルが発生した場合は業者に指導を頂くことができ
熱型が外来診察前に把握できず記憶に頼り不完全なまま診療をすることとなった。
る。今回の場合は、個人の操作ミスであるため指導を行うと共に問題発生のメカニズムを取扱者
誰もがわかる形で残した。
早朝5時40分 物音に驚き訪室した所、自室ベッド柵に両手をかけすでに起き上がろうとする動作 ・明るくなって行動を行うよう指導を行えば良かった。・テレビの上の整理整頓、周囲の環境整備。 指導・環境整備
あり。｢どうしたの」と問うと、「テレビの上の洗顔石鹸を取ろうとした」と言われる。バランスを崩し転
倒したらしい。「痛いところは」と聞くが、「少々は我慢できるの」と一方的に話されるばかり。看護師
に報告、入床し安静にしているよう促がす。外傷・打撲なし。医師に報告、様子観察とのこと
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具体的内容
背景・要因
改善策
早朝トイレ排尿時に床の段差につまずき、転んでしまったと報告あり。左手背部、手首表皮剥離あ トイレと自室の距離があり。夜間3回もトイレに行くのが大変だった。眠剤も内服している為歩行の トイレ完備の個室に移す。ポータブルトイレは本人使用しない傾向がある為。夜間の排尿の把握。
り。転んだときに壁や床に手をこすったためにできた傷の様子。他打撲所見なし。歩行異常なし。 ふらつきもあった。寒さも加わり身体の動きも鈍くなる。などの要因から少しの段差で躓き、転棟し ナースコールの指導など行う。
てしまったと考える。
早朝に本人から「じっとしていられないため車椅子に乗せて欲しい」と頼まれる。本人と相談し、車 意識レベルもしっかりしていたため、本人の言葉を信じて車椅子に移乗していただいていたため、 本人の行動を把握できるような場所にNSがいるべきであった。 一人で車椅子に乗車中だという
椅子から立ち上がらないこと、車椅子からベッドへの移乗は一人ではしないことを約束し車椅子に 危険行為はないだろうと思っていた。
時点で転倒の危険性はあったため、もう少し、本人を注意深く観察するべきであった。
乗車していただいた。しかし、しばらくして他NSより自室のベッドサイドで転倒しているところを発見
される。ベッドから車椅子へ自力で移乗しようとした模様。本人は「大丈夫だと思った。」とのこと。
BP168/88 意識レベル著変なし。怪我なし。Drに報告し経過観察となる。
早朝の寒い厨房で調理用の湯を沸かしている際、コンロの火力を最大にし使用していた。背中を 火力を最大にしていた。コンロに近づきすぎた、室温が寒い暖を取る場所がない
火を最大にしない、暖房対策をする
暖めようと後ろを向いていたところ背中に引火した。（背中１度と指先２度の火傷）若い人で自分で
衣類を取った。大事になると火事へもつながる
早朝勤務時ＦＡＸ処理をする際、食事箋を見間違え、本来流動食を配る予定であった患者さんに、 早朝勤務は限られた時間、人数で仕事をするため、急ぐあまり落ち着いて細かく確認ができてい 落ち着いて食事箋の確認をする。
５分粥食を配ってしまった。
なかった。
早朝深夜帯で、指示を出し、早出の看護師が受け取り、伝票を提出したが。カーデックスへの転 転記・申し遅れが抜けていた。深夜帯での指示は忙しさのため抜けやすい。
転記・申し送りなど抜けないように行う。職員間の連絡相談を密にする。
記、申し送りを行わなかった。手術後心電図の連絡が入り、心電図を行うことを知る。医師に確認
をしてキャンセルとなる。
早番で出勤した際、タイムカードがある職員通用口のドアが全開だった。事務所が閉まっていたの 確認が不十分だった。
ドアの開閉や鍵の管理を徹底する。
で、部外者が入れてしまう状態であった。
早番看護師が術前処置としてグリセリン浣腸を施行したが浣腸後のオムツ内を点検しなかった。 早番看護師が新人で、浣腸後の便を確認する必要性について知らなかった。新人のサポートが 浣腸後は観察を後回しにせず、定期的に便の状態を確認していく。
暫くしてからオムツ内を確認したところ便にまみれＣＶ挿入部まで汚染していた。術中にＣＶの交換 しっかりできていなかった。
が必要になった。
早番看護師が毎朝７時半に骨粗しょう症の治療薬を与薬をしている患者。事故当日は緊急入院 早番看護師Ａは、当直看護師が巡視の時間のため、声がかけにくかった。当直看護師Ｂは、早番 看護職間の連携を強くする。看護師は、特に夜勤帯においては、一緒に働いている他の看護師が
の対応を早番看護師Ａがしていた。処置は、十二誘導心電図施行、心電図モニター装着、バイタ 看護師Ａが多忙であることをしっていたが、処置や与薬を依頼されなかったこと、自分も巡視で多 どのような仕事に携わっているか、その業務内容を知るようにする。また、必要時は処置を依頼す
ルサイン測定、アナムネーゼ聴取、入院に伴う事務処理などである。そのため、早番看護師Ａは 忙だったことから、時間処置を行わなかった。また、処置がされているかの確認を怠った。
る。
時間に与薬することができない状態だった。結果として、定時に与薬することができなかった。当
直看護師Ｂは、早番看護師Ａが、入院の対応で他の業務ができないことを知っていながら、早番
看護師からたのまれなかったこともあり、フォローをしなかったため、患者は定時に薬を服用できな
かった。
窓口が混乱し検査のチェックができず予定時間を大幅に遅れた
患者が重なり混乱
検査予定一覧表をチェックし予定時間の確認を行う
総合リハビリテーション室に付随したベランダにて園芸活動の評価を行なっていた。その後、リハ 出入り口の敷居は、屋外と屋内との床面の高さに高低差がある。過去に膝折れの有無の報告が 未然に防ぐ事が出来ないものももありますが、麻痺のある方には特段の注意が必要です。新しい
室へ戻ろうと、患者さんは右手に杖、左手はドアを掴んだ状態から出入り口の敷居をまたぐ時に膝 あったのだが、最近は院内歩行の自立や浴室への出入りも自立されており、セラピストが身体能 課題に取り組む際は「大丈夫だろう」ではなく、「～に転ぶかもしれない」という意識で対応する事
折れが起こり後方へ転倒した。その際セラピストは背後に位置しており、床に直接臀部がつく事は 力を過信していた。 患者さんの身体能力を見極め、新しい環境下での訓練では特に注意する。 が重要。
ない状態であったが、左拇指をドアの一部に擦り出血がみられていた。直ぐにリハ室内にいた医 ベランダでの活動、及び出入りの動作を訓練の一環として利用するのであれば、事前に環境評価
師によって疼痛の有無、血圧の変動、膝の状態を確認したが異常は認められなかった。また、看 を行なう。そして、患者さんへ訓練の目的や伴うリスクに関して説明し、同じ問題意識の元で訓練
護師には創部の処置を依頼した。
を実施する必要があると考える。
"
総合感冒薬が２日前から服用になっていたが与薬忘れた。
臨時薬として処方れていたことを把握していなかった。臨時薬は定期薬と一緒にすることになって 薬をセットする時には処方箋と確認する。薬の整理は病棟の手順を守る。患者の情報を正確に把
いるが守られていなかった。薬をセットする際処方箋と確認していない。
握して関わる。
総胆管結石のため、胆管造影、乳頭切開後排石（砕石術＋除去術）を試みたが砕石器具が入ら このワイヤーは再生禁止のものであるが２万円以上するもので保険点数化はされていないため１ 再滅菌使用をやめた。 今までこのようなことはなかったため検査以前はまったく予想もしていな
ず、結石除去右派できなかった。その後ENBDチューブ挿入しガイドワイヤーを引き抜く際ガイドワ 回再生滅菌を行っていた。 主義的にはベテランの消化器内科医が実施しており問題はなさそう。 かったが、今回のことを踏まえて術中は十分注意して行う。
イヤー先端が切れて肝胆管内に１？程遺残した。透視下で行っていたため切れた部分が画面に 品名 ボストンジャグワイヤー 0.035inch/450cm
映ったためガイドワイヤー抜去後分かった。切れた部分は金属ではないためMRIなどでの影響は
ないものと思うが遺残による刺激で炎症が起きたり悪くすれば癌の誘発にもなりかねないと懸念さ
れ。患者様には経緯について説明が行われた。
装置の操作ミスにより、視野の狭い写真を撮影してしまった。再撮。
確認不足
確認
送迎の時、介助者は利用者の左側から左腕、左手のみの介助を行っていたところ、自宅前の段差 介助者が利用者の左側より左腕のみを介助していたため、躓きによりバランスを崩された際に対 左腕だけの介助ではなく、介助者が利用者と同側の手を把持し、反対側の手は腰に当て介助する
で躓かれバランスを崩し転倒。その際、右膝打撲される。
応できなかったのが原因。
ことで、バランスを崩されても対応ができ、転倒を防止できる。
増殖性ＤＭ網膜症及び白内障の為、Ｈ16・○・9入院。翌○・10右眼硝子体+白内障のＯＰＥ施行。 1・患者様本人にきちんと延食の説明が伝わっていなかった 2・配膳のスタッフにＡ様の延食の事 1・患者様本人・または他のスタッフが延食であることが分かるよう、延食カードを部屋にかけておく
○・20内科より腹部エコーの検査依頼あり施行。腹部エコーのため朝食9時30分に摂取され、予定 が伝わっていなかっ た。 3・担当である自分が、配膳時他の患者様の対応でいなかっ た。
べきであった。 2・配膳スタッフにきちんと分かりやすく声掛けすべきであった。 3・担当である自
では昼食14時30分・夕食19時30分であり、本人にも説明ずみであったが、11時3０分頃、本人より
分が配膳車からＡ様の食事を除けて置くべきであった。
ナースコールあり、「血糖測って下さい。」と言われたので「昼食は14時３０分頃なのでその頃に血
糖測定させて頂きます」と説明し「はい」と言われたが、再度「辛くは無いけど今、どれ位か測って
みて」とのことであり、ＤＴ測定にて196ｍｇ/ｄｌであった。その後患者様の部屋を出て担当である私
は、昼食の配膳時、近くにいたスタッフに「Ａ様延食ですので」と声を掛け他の患者様の食事介助
に入ってしまった。その後、延食の状態であるかどうか確認もせず自分の休憩に入り、休憩から
戻った14時頃リーダーより「何故Ａ様延食してなかったの」と言われ始めて配膳して患者様は食事
をされていた事に気付いた。
造影CT検査の点滴が３回目で確保でき、撮影前に漏れがないか観察した。検査終了後、造影検 点滴確保困難にもかかわらず、静脈留置針で実施していない。刺入部位が漏れの観察困難な場 刺入部位の選択。留置困難時は静脈留置針を使用する。処置時は検査室の照明を明るく調節。
査が出来てないことが判明。後日、再検査となる。患者に謝罪し、リバ湿布を施行した。
所である。検査室の照明ががやや暗かった。
造影MRI検査の患者を入室させた際、ルートキープしていた支柱台をMRI専用支柱台に交換する 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
MRI室専用機器には目立つような色で専用を認識できるようにする
のを忘れ、そのまま入室。 支柱台が機械本体に近づいた際はりついてしまった。 特に、患者さ
んの穿刺部とうの被害はなかった。
造影MR検査の為、先輩看護師に点滴確保してもらった。その後、腫れ・滴下状態を確認して造影 患者さんへの説明が不足していた
造影剤注入直前の十分な観察と患者さんへの説明（少しでも痛いと感じたらｺｰﾙ）をする。
剤を注入した。検査後に刺入部位の腫れに気づき、放科医師に報告（再検なし）。患者さんに湿布
及び謝罪した。
造影剤（イオパミロン３００）約３７ｍｌ注入後、気分不良・吐き気を訴えた。 注入前の少量投与によ 造影剤による予測不可能な副作用
予測困難であるが、患者観察を十分行うこと。
る観察では異常なかった。 造影剤投与を中止し、生理食塩水でのルート確保に切り替え、ソルメ
ドール２５０ｍｌを混注。しばらくして症状が軽快したため撮影を継続。
造影剤（イオパミロン３７０）１００ｍｌ投与後に吐き気をうったえたもの。 少量投与による観察時に 造影剤の予測しがたい副作用
造影剤の予測しがたい副作用であるが、検査前に飲水制限をしないよう説明を徹底する。
は異常は見られなかった。 生理食塩水１００ｍｇとソルメドロール１２５ｍｇを投与するも軽快しな
いため生理食塩水２５０ｍｇとソルメドロール５００ｍｇを追加投与したところ軽快したため、救急室
に移送し安静とした。 ＣＴ検査前に水を飲んでも構わないと説明していたが、患者が自己判断で
絶飲食して検査を受けたことが誘因と思われる。
造影剤の注入器をカテーテルと継ぐときの操作ミスでエアーが入った恐れがあった。
不注意
チェックを怠らない
造影剤の副作用と考えられる嘔吐、悪心、腹痛を呈する患者で、薬剤投与されていた。薬剤投与 投与した薬剤に安定剤も含まれていた為、転倒防止に気を付けケアに当たった。しかし、ライン管 安定剤投与後の患者は、転倒やライン抜去など様々なリスクが起こるということを前提にして常に
後も、症状の軽減は見られなかったが、時折、浅眠状態であった。その後、症状チェックの為、訪 理に付いての対策は散漫になっていた。
関わっていく。
室すると、上着を脱いでベッドで入眠し、失禁していた。右手の末梢静脈ラインは抜けており、床は
点滴で濡れていた。
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具体的内容
造影剤を注入したが、少し腫れてきたので、造影剤は中断しＣＴの撮影を行った。体動が激しかっ
たので、針は抜きました。撮影終了後見るとボッコリ腫れていたため、医師へ連絡し、皮膚科を受
診し対応をした。
造影剤使用ＣＴ撮影の実施であったが、問診・同意書には造影剤の副作用なしにチェックが入って
いた。検査前に放射線技師が口答で確認したところ、毎回、嘔吐等の副作用がある旨、本人より
申告され、医師に確認したところ、単純撮影にきりかえた。
造影剤注入時に逆血させてしまう
造影前にサクシゾン１００と強ミノを静注する旨の電話連絡を聞いていたが検査担当者に伝えるの
を忘れた。
側臥位で頭部３点固定を行い手術を開始した。術中に頭蓋骨を操作中に患者様の頭部が３点固
定よりずれた。そのままで手術施行することは固定性、安定性の問題があると判断し、術野以外
の四角巾を全て外して３点固定を再施行した。

背景・要因
高齢であまり反応のない患者様のため、造影剤が漏れていたことに気付くのが遅かったため

改善策
高齢者で反応の判りずらい患者様の場合は、造影剤の使用を控え、撮影中も観察を怠らないこと

情報の確認不足。

問診・同意書で必ず確認を行う。

緊張した為に起こった。 準備に不備があった。
前投薬を打つべき検査時に私は 別の検査に集中していた為。

造影剤注入時の準備マニュアルの検討
今後は、連絡を受けた時点で担当者に連絡する様にしたい。

頭質、皮下組織、筋層の非常に厚い方であったことが基礎にある ３点固定のクランプの圧を上
げても４０ポンド以上にどうしてもあがらず通常５０ポンドで手術をおこなって問題がなかったので
そのまま手術続行可能判断した。おそらく３点固定のピンが頭蓋骨まで達していなかったものと思
われる。
側臥位にて体位固定。ネグミン液にて消毒を行った。手術部位にも垂れ込みを防ぐ為にビニール ネブミン液が患者様に皮膚には強すぎた。 汚染予防部位にもネグミン液が垂れ込んでしまった。
袋で汚染予防を行った。２時間３０分後消毒部分以外がネグミン液により発赤が出来ていた。主治
医へ報告し、病棟へもその旨を伝えた。
側管より、ヴィーン３Ｇを５６ｍｌ引いて、５０％ＴＺ５６ｍｌ混注の指示を受け施行中、逆血し、閉塞し 側管からの引く量が多かった。ルートが細く閉塞しやすい状態だった。ルート内には、ヘパリンが
そうになり、医師連絡し、ウロキナーゼフラッシュし閉塞免れる。その後医師より説明あり、家族か 混入されていなく、ルートも長かったため、逆血により閉塞しかけた。
らは訴えなし。
側管を行う２０：００分の点滴を準備している際、本日午前中に施行されているはずの利尿剤が
注射処方箋の確認不十分。Ｄｒの記載はわかりやすく、施行されるべき患者様用の点滴もきちんと
残っているのを発見する。注射処方箋に施行のサインも記入されていなかった。利尿剤の「施行 まとめられていた。
忘れ」であることを十分に確認して、２０：００に予定していた側管をＤｒの指示で時間をずらして行
う。
即入院の患者さんの点滴の準備をした。1本目はすでに施行中であり，2本目はソリタＴ３+ザンタッ 注射業務のマニュアルの逸脱
ク 3本目はアミノフリード＋アドナ１００ｍｇの指示（注射箋）であるのに、1本目を施行した看護師
のメモには、2本目 ソリタＴ３＋アドナ 3本目はアミノフリード＋ザンタックと書かれており、注射箋
をきちっと確認せず、間違って混注し施行した。注射箋に実施サインを記入するときに誤りに気付
いた
即入患者にユナシンdivの指示がでる。ビドマの中にユナシンがなく定数外でとりよせる時、注射箋 確認不足 規則違反
でﾊﾞｲｱﾙのg確認のみで総量確認しなかった。取り寄せたユナシンを、他の看護師とダブルチェッ
クする前に生食100mlに溶解。溶解時も注射箋と、薬品の確認をしていない。ﾊﾞｲｱﾙ破棄時にも、
注射箋とモノを確認しなかった。その後、準夜帯分のユナシンが不足していることに気付き、定数
外伝票を記載時、総投与量が３gであったことに気がつく。1.5gの指示のところ３g投与。
息子さんと病院へ受診して帰院された後、ディルームで2人で談話していた。息子さんが帰ることを 患者さんの認知・理解力低下を家族が十分わかっていなかった。
ナースステーションに告げに来ようと、そばを離れたところ、じっとするよう言っていたが、立ち上が
り、フットレストにひっかかり転倒した。
足2Rにおいて、フィルム枚数を間違えて記載。フィルム整理時に発見し訂正。
十分な確認
足と踵骨と間違えて撮影してしまった。伝票記入時に解り再撮影した。
確認不足
足の撮影時左右のマークを置き間違えた。外来医師が発見し間違いに気づいた。
業務手順確認
足ふみ運動後、イスに座り損ねて転倒
確認不足・声かけ不足
足を洗おうとしていたところ他者から洗髪用のイスに腰掛けて洗う事を勧めてくれたので座ろうとし 観察不足 説明不足
た所イスのストッパーがかかっていなかったために尻餅を付いた。
足関節と腓骨の２箇所で使用するスクリュー＆プレートセットをそれぞれ発注していたが、業者の 納品確認ミスによる手術器械の不足
勘違いおよび納品時の確認ができていなかったため腓骨用のセットが届かなかった。
足関節骨折術後の抜釘の手術を腰椎麻酔で開始、キルシュナー1本とスクリュ－1本は取れたが 術前訪問へ行った時前回カルテで体内に入っているものを確認したがワッシャーを見落とした。比
ワッシャーがレントゲンに写っており取り残しが判明した。手術再開し、ワッシャーを除去した。
較的簡単な手術であり、術前に医師、スタッフとカンファレンスを持たなかった。
足関節撮影予定のＡ様をお呼びしたら、 足部撮影予定の別患者B 様が撮影室に入られて、その 声かけ確認のみで外来ファイルでの確認を怠った。B様が受け付けをしておらず、ラドンで受け付
まま患者取り違いとなった。 その後、整形外科外来からのフィルム間違い指摘で事態が発覚し
けになっているA様と思い込んでしまった。B様が自分が呼ばれたと思い違いされた。
た。
足関節脱臼骨折で免荷歩行中の患者さん。水治療室から出て，両松葉杖免荷歩行中、バランス 水治療室の床が濡れており、杖、健側足が濡れ歩行中に滑った 免荷歩行中であったにも関わら
を崩し転倒しそうになり、踵部をついてしまった。
ず、ＰＴＢ装具を持っておりバランスを崩し易い状況であった。
足骨撮影し、読取機に画像が出たものを削除してしまった。濃度補正と削除を間違えた。リストか 確認が不十分だった。
ら画像を呼び込み済んだ。
足側のベッドが挙上されていた。便がしたいと申しであり、ベッド上に半座位となるためリモコンで 患者安全の確認不足
ベッドを下ろしている時、ベッドの間に足があったのに気付かず足がベッドに挟まった。朝の回診
時に医師に見てもらい様子観察。
足部撮影において、正側の指示であったが正斜で撮影してしまった。
確認不足
足浴の際突然後ろにすべって尻もちをつかれた
やむをえない転倒と考えるがどんな方でもあり得ると考え直し、背もたれや肘のせのある安定した
ものを取り入れるよう心がける事を怠った
他のＮＳが採血のため、他病室に行こうとしているところ、患者が戸口まで這い出てきており「トイ 転倒・転落アセスメントにより、転落の危険性が高いと導き出されていたにもかかわらず、また、Ｂ
レに行きたい」と訴えた。発見したＮＳは他チームであったため、その患者のチームのＮＳに確認す ａカテーテル抜去、ルート抜去など前例があったにもかかわらず、行動制限もしくは行動監視（うー
るため詰所処置室に戻った。相談を受けたＮＳが訪室、他のＮＳ二人と抱きかかえベッドに戻し
ご君使用など）を行っていなかった。また、ベッド柵に黄色のクリップを使用したのみで、ベッド柵が
た。ベッドには、カフがふくらんだままのバルーンカテーテルと、ルートの途中で外された点滴が
抜けないようヒモで固定するなどの予防策を講じていなかったため、今回の患者の転落につな
残っており、ベッド柵を４つ付け柵の間に黄色の柵を外せないような器具を付けていたが、右側足 がってしまった。
元の方のベッド柵が、黄色のクリップを外した状態で引き抜かれていた。特に物音などはしなかっ
た。患者をベッドに戻した後、体に打撲のあとは見られなかった。ルートを入れかえ、バルーンカ
テーテル挿入を行った。
他のスタッフから、経管栄養バックが違うことを指摘される。E3 のところＬ4を注入した。
確認不足
他の患者が車椅子をさわり、車椅子が斜めに傾いた。
観察不足
他の患者が端坐位となり、患者がその前の椅子に腰を掛け話をしていた 患者がベッドに戻ろうと ベッドサイトに離床センサーがあったがOFFの状態であった また、1人で動く可能性が高いにもか
して立ち上がろうとした際、バランスを崩しそれを助けようとした他の患者がベッドサイドの床に膝 かわらず、手の届く所にスタッフがいなかったこと しかし、絶えず側にいることで患者に与えるス
立ちするように坐っているところを発見する 患者は、椅子の脇にあったポータブルトイレの蓋に腰 トレスも大きいと思われる
掛けており、両者ともに外傷、疼痛は無かった
他の患者さんで院外に出てしまっていたり、他の患者さんのＯＰＥ前準備をしていたりしていた中 教育不足
で、他スタッフの依頼を受け、点滴留置を施行した。約２時間後に他スタッフが左腕に点滴をして
いると気付いていただけた。
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ピンの位置などを工夫して必ず規定の５０から６０ポンド圧をかけるようにすべきであると考えた。
本患者様はピンの位置を工夫して６０ポンドの圧として体位をとりなおし、以降問題なく施行でき
た。
ネグミン液からイソジンへ消毒薬を変更する。 垂れ込みを防止する為のシートの使用 消毒液を
適量使用する。
ボトル更新時に行う。閉塞した場合の手段を確認の上行う。
服薬と同様に注射施行時、および準備段階でもダブルチェックを行う。職員全体に対して師長より
注意する。
マニュアルの遵守を再指導した

注射の３原則を厳守する。

家族への指導を徹底する
確認
指示箋の確認不足
撮影時再度確認する。
椅子な確認・声かけ
看護師に声を掛けてから行うように説明した。 洗髪イスに座る時はストッパーを確認してから座る
ように説明した。
緊急時の電話発注の時にも発注書を記載する。また、納品時発注書をもとに業者と看護師とで、
必ず確認を行う。
術前に前回の手術記録を確認し、カンファレンスを実施する。比較的簡単な手術であるが安易に
捉えず、確認を怠らない。
どんなに忙しくても外来ファイルにての確認を怠らない。
水治療室の床は適時乾いた布で拭く。出入り口に吸水マットを敷く。 患者さんへの指導の徹底を
図る
読取機を良く確認しあせらずに行う。
ベッドの上下、ギャッジ操作時に患者の体とベッド周囲に気を配る。
指示の確認
２）の考えを忘れず実行する事
ベッド上座位による転落防止に、首のあたりにうーご君をつける。ベッド柵が抜けないように、ク
リップ以外にもヒモで縛りぬけないような固定をする。ベッドを降りたときに発見できるよう、床に
うーご君センサーを設置する。目の届く部屋への移動。

経管栄養バックを手に取る時、注入開始時にも確認する。
当患者様の位置を壁側にする
離床センサーをONにし、離床時はスタッフを呼ぶよう説明する

徹底

具体的内容
他の患者で、投薬予定のエリルを投薬してしまった。
9757
9758
9759

9760

9761

9762
9763
9764
9765

9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772

9773

9774
9775

9776

9777
9778
9779
9780

9781

9782
9783
9784
9785

背景・要因
昼食時で、スタッフも少なく、受け持ち患者も食事をしていたため、焦っていた。投薬予定時間が、
12時であったため、あわててしまい、投薬予定患者も、誤薬してしまった患者も、時間注射が多く、
確認不足にて、患者をまちがえてしまった。
観察不足
この患者は、座位保持が出来ないためリクライニング用の車椅子を使用していた。 背が高いの
で、テーブルに足が当たるのでリクライニングしないで座らせてしまった。 その事を他のスタッフ
に伝えなかったため、注意が行き届かなかった。

他の患者にひっぱられ、イスから転倒された。
他の患者に呼ばれて食堂に行くと、テレビ台とテーブルの間で車椅子からずり落ちている患者を
発見した。 →車椅子のストッパーは掛かっていなかった。 →車椅子のフットレストに頭があり、
仰向けに倒れていた。 →看護師を呼び、VS測定。BP 117/84 ,P 75。 →外傷もなく、車椅子に
乗車させ、様子を見た。
他の患者のＩＤを押した血管造影の伝票（日にち指定）を放射線科へ提出（１２日）。 １５日、放射 １２日、１６：３０に主治医より指示を出したと血管造影の伝票を挟んだカルテを受け取ったが、他
線科受付より、検査の指定日を変更できないかとの連絡を、主治医が受ける。その時点で、主治 の患者の指示をもらっている途中で、その患者様（他の患者）のことが頭にあり、その患者様のＩＤ
医が自分の患者ではないことに気づき、ＩＤの間違いであることが判明した。
を伝票に押してしまった。 カーデックスへは主治医が指示を出した患者様の欄へ検査予定日を
記入していた。 検査申し込みを指示する時点で、指示医がＩＤを押すことになっているが、押され
ていなかった。
他の患者のナースコールがあり訪室しようと患者本人の部屋からコンコンと音があった。ベッドを 前回に２度転倒しており、統一事項として患者の車椅子は視界に入らないよう洗面所に設置。隣
のぞくベッド上は空っぽ。見渡すと暗い方の隣の患者のベッドの足元で仰向けに車椅子がお腹の の患者の車椅子もカーテンにより見えてない状況。尿器も所定の位置にありベッドも下げておい
上に乗っていた。聞くと寝返りしようとして尿器を捜していたらしい。後頭部打撲もあいまいで外見 た。排泄の意識づけを平素より声かけをおこなったり、ナースコールを手元に置いて鳴らすよう説
上皮下血腫なし。バイタル安定、頭蓋内症状なし、運動レベルも問題なく、当直医に連絡後診察さ 明していた。就寝前にトイレで排尿も済ませておいたが上記転倒起こった。
れるが経過観察をして下さいとのこと。
他の患者のナースコールでナースステーションの近くを通りかかったところ、柵を外し床に体育座 以前より、柵を外す行動は見られたが5分ぐらい前まで寝ていたので大丈夫だと思った。観察不足
りしている患者を発見。トイレに行こうとしていたとのこと。
他の患者のラベルを採血管に貼り、検査に提出してしまった。 検査科が氏名とコードの誤りに気 患者確認不備
付き、再処理を行った。
他の患者の検査（ＣＴ）を看護師に口頭指示する。カルテ記載時別の患者カルテに記載した
他の患者のカルテを開いてある時に検査の指示を出し、名前確認せずにカルテに記載する
他の患者の口腔ケアをしていたところ、“ガシャン”という音がして振り向くと、車椅子から落ちて
右麻痺のため車椅子の駆動を左上下肢で行う患者であり、見守りが必要であったのにそれを怠っ
テーブルの横で仰向けになっている患者を発見した。 →患者は起き上がろうとしていた。 →車 た。
椅子は左側のブレーキだけロックされていた。 →抱えて車椅子に乗車させたところ、左膝から出
血し表皮剥離していた。 →血圧は 197/65であった。
他の患者の指示であった抗生剤１ｇを施行してしまった。その後受け持ち看護師が気付き主治医 業務手順確認
報告、異常なし。
他の患者の処方内容を記載してしまい、患者の指摘で気づく。
処方箋の氏名を十分に確認せず、他患者のものであると思い込み記載した。
他の患者の食事を間違えて、配膳、摂取刺せた。
確認不足。
他の患者の清拭中、患者本人より手が痛いとの訴えあり 拇指球付近にすれたように表皮剥離あ 原因不明 本人はベルトといっている
り 出血等は見られず
他の患者の点滴を間違えて投与してしまった。幸いすぐに気付いたため大事には至らなかった。 思い込み・確認不足
他の患者の尿が床にこぼれていて、それで足がすべり転倒した。 頭部打撲の訴えあったが、外 他の患者の尿もれに気付かなかった。
観異常なく要観察とした。
他の患者の排泄介助中にトイレからナースコールがなったがすぐに対応することができなかった。 トイレからナースコールをされたが、すぐに行くことができなかった。行こうとした時にはナースコー
行こうとしたときにはナースコールが消えて患者はトイレに座っておられた。しばらくしてトイレの隣 ルが消えていたため誰かが行ってくれたものと思いこみ確認をしなかった。
で処置をしていた看護師がトイレから叫んでおられ転倒されている患者さんを発見する。
他の患者の名前の印刷してある注射ラベルの貼ってある抗生剤の点滴を接続し、点滴を開始し 注射ラベルの貼ってある抗生剤の点滴を２人分、１ッのバットに入れて病室に向かった。最初に確
た。注射ラベルにはバーコードが付いており、このバーコードとＩＤブレスレット（リストバンド）のバー 認した注射ラベルの貼ってある抗生剤の点滴は正しくその患者さんの点滴であったが、いったん
コードで薬剤の取り違え、患者の取り違えを防止しているが、薬剤と患者の取り違えが起こった。 これをバットに戻し、その後バットより点滴を取り出し接続した。こと時に確認してない点滴を誤っ
て取り出し接続した。接続後、点滴の注射ラベルと患者さんを確認したら、名前が違っていた。
他の患者より、トイレでだれか倒れていると報告あり行くとトイレで座り込んでいた。「トイレに行こう
として滑りました」と言う、外傷なし左下肢痛軽度。
他の患者より「転倒している患者がいる。」と報告あり。訪室すると床に腹臥位になり、転倒してい
た。バイタルサイン安定、レベル変化なし、右前頭部の発赤軽度、腫脹なし。当直医師が診察、様
子観察となる。排泄行為をしようとして転倒したらしい。
他の患者よりナースコールあり訪室すると、患者がベッド左脇へ転落しているのを発見。聞くとお
しっこがしたくて降りたと。「ゆっくり降りたためぶつけてない」と答える。頭はベッドと逆を向き右側
が下になって倒れていた。柵は降ろされうーご君はオフになっていた。本人についているクリップ
はとれていた。バルンカテーテルはベッドに付いたまま。右マヒのため端座位もできない状況で
あった。外傷なし。ＢＤ＝１７０代。本人はうーご君のスイッチは切っていないと言っていた。
他の患者より報告があり、訪室してみると、患者様が転倒されていた。
他の患者を洗面所に送る際、車椅子と、人の足が見えたので、訪室すると、床に座り込んでいた。

改善策
自分の板に、投与する薬を書き込み、また、ワークシートと確認、投与前後に確認し、チェックを行
なうようにすることを徹底して行なう。
食堂にスタッフが1人はいるようにする
食事の時は車椅子のフットレストをはずし、足を床につけて座らせ、注意が必要。 下膳後は、フッ
トレストに足を乗せ、必ずリクライニングをする。
伝票の内容を主治医へ再確認してもらい、申し込み伝票を出し直した。 指示で、伝票提出がある
場合、伝票にＩＤを印字することを指示医へ徹底してもらう。 必ず、伝票にＩＤを押すときには、カル
テの表紙で名前を確認し、指示録、伝票を見直す。
夜間のみ面談室を畳部屋にして、スタッフの目の届くところで休んでもらい、観察を行ってはどう
か。

柵のひもを増やした。ナースステーションを不在にする時は、車椅子に乗車させるようにする。
確認作業の徹底、患者への声かけによる確認作業の実施
指示等をカルテに記載する場合は必ず名前を確認し記載するようにする。
離床時、車椅子乗車時は食堂に居るようにし、車椅子の両側のブレーキをかける。 ３回目の事
故なので家族と相談し、車椅子についているベルトを使用する事とした。
点滴施行する前指差し呼称必ずし確認する。施行前３回の確認、施行後の確認も行う。
氏名、内容の確認の徹底。 処方変更の際、新規処方の際に医師ー看護師ー薬剤師で共通の認
識をもてるようなシステムをつくる。
確認ルールの徹底。
移動に注意し、皮膚の観察をするとともに常に行動観察する
二重チェックの徹底
頻回にトイレのチェックを行う。
職員同士声を掛け合い、患者さんを待たせることがないようにする。
（１）１患者１バットにする。 （２）バーコードによる確認を行ったら、確認したものを手から離さな
い。 （３）点滴の接続後にもバーコードによる確認を行う。

両上肢下肢運動障害あり歩行不安定であった、スリッパを履いていた。

ポータブルトイレ使用を説明、ナースコール使用を説明。

ベッド柵とベッド柵の間にストッパーをつけていなかった。

観察室での観察を行う。 センサー付きマットの使用などを考慮する。

３時３０分頃にうーご君鳴り訪室、ベッドに座ろうと起きていた。「おしっこしたい」バルンカテーテル うーご君がオフになっていた→先回見回り時に「ＯＮ」にしたとＮＳ自身は思っているが、後でこうい
は挿入中、Ｈｒの流出は停滞なく流れていた。腹部緊張ないため本人にその旨伝え、入眠されるよ うことになり、確実にＯＮになっていたかというにはあいまい。（他には誰も確認していない）トイレ
う説明し、了解されたのでＮＳその場を離れた後に起きてしまった。
に行きたかったと訴えられたときに車椅子で誘導すれば単独での行動は避けられたかもしれな
い。
観察不足
歩行時は、手すりをもつように指導する。
ベッドから車椅子への乗降が独りではできないのにベッドに放置されていた。年齢が高齢である。 患者のＡＤＬの把握する。適宜声かけをして、患者の要求に対応していく。

他の患者様に、薬事情報の一部を渡してしまった。
他の患者様に栄養カテーテルより与薬する予定のクラビット錠（１００ｇ）１錠を、本患者様の栄養カ
テーテルより与薬してしまった。
他の患者様に与薬する予定であったアスパラＫ散を、渡してしまった。内服前に回収できた。

入力事務を続けて行っていると、数人分の薬事情報がﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄされたまることがある。
与薬を準備した際、与薬箱には名前確認して入れたが、取り出す際に病室名だけをみて取り出し
た。その後も薬を溶かす際も名前の確認をしていず確認行動が１回だけになっていた。
午後の見回り前、その日処方された内服薬を、他看護師とダブルチェックする。５袋ほどあったた
め、途中で落とさないよう、ビニール袋にまとめる。その時、他の患者様の薬も一緒に入れてしま
う。ビニール袋に入れたとき、名前確認しなかった。袋はダブルチェックした後、一度ビニール袋と
りに机に置く。他の患者様担当看護師も同じ時間に薬をダブルチェックし、同じ机に置いていた。
その後患者様に薬の入った袋をわたし、夕方遅出看護師が他の患者様の薬が混ざっている事を
見つける。他の患者様の担当看護師は、机に置いた内服薬がなくなったことを気付いていたが、、
他の看護師がセットしたのだと思い、確認しなかった。
他の患者様のＩＶＨでフルカリック２号＋ボルビックス１Ａ入りの輸液が不要になった。まだ使用して 不注意
いなかったので違う患者様の輸液メニューが同じだった為使用の際ボルビックス１Ａがすでに入っ
ていたのにセットしていた中身をボルビックスを含めて入れてしまい施行してしまった。
他の患者様のケアのために傍を離れた時にＮＧーＴを自己抜去された。 患者様は意識レベルも 観察不足
良好であったが入眠中であり、無意識に抜いてしまったとのこと。
他の患者様のトイレ誘導で廊下歩行中、Ｘ号室の患者様がＹ号室の入口にあぐらをかくように座り 頻繁に訪室して本人の要求がくみ取れるように気を配るべきだった。
込んで手招きをしていた。疼痛の訴えは無く、靴は着用しておらず靴下のみであった。
他の患者様の知らせにより、トイレの床で仰臥位で横たわっている患者様を発見する。特に外傷 ナースコールの説明が不十分であった。 患者様は痴呆症状があった。
はなく自力歩行にて病室へ帰った。当直医に報告し診察後様子観察となった。
383

薬事情報も1枚1枚確認し患者様にお渡しするようにする。
転室する前後の病室の番号が訂正されていなかったか、与薬時の確認行動が１回だけに終わっ
ていた為であった。
今まで内服していたから、と説明を省かない。患者様に内服薬を渡すとき（内服以外でも）数袋あ
る時は、一つずつ名前と薬名を確認しながら渡す。一つの事を行っている時、同時進行で何かを
しない。

内容を確実に確認する
眠って見える時は無意識に触ってしまうこともあるので固定をしっかりしておく。
ナースコールをしていただくように繰り返し説明をする。気配りをする。
ナースコールについて患者様が理解されるまで説明を行う。
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具体的内容
背景・要因
改善策
他の患者様より、患者様が転んだとの話があり、食堂へ訪室。本人、壁に半分もたれかかるように 以前より転倒多く、観察を必要とする患者様で転倒は予測できたが、他の業務行い観察不十分と けいれん発作がある患者様のため、観察を密にする必要があると考える。発作が頻回にある場合
臥床している。外傷、気分不快、疼痛部位問いかけに無いとのこと。介助にて自床に誘導。Ｐ90回 なっていた。
はケースカンファレンスを行い、治療・看護方針の確認をしていきたい。
／分、BP164/80mmHg。その後問いかけに返答できず強直性けいれんみられる。当直医報告。注
射指示あり。その後P84回/分、BP120/70mmHg。夜間良眠。次の日の朝起床いつも通り。気分不
快、めまい等なし。
他の患者様を誘導中に病室の前を通りかかると、ナースコールが鳴ったので部屋を見ると歩行障 ベッド下にコール板もあったがすでに動いていた。本人はトイレとご飯のところに行こうとしたと話さ コール版は設置してあった。痴呆症状と記憶障害のある患者様だったので、移動時間帯、介助者
害のある患者様が柵をはずし、ベッドより降りて車椅子に座ろうとし、そのまま車イスと共に横転す れる。
の人数が必要と思われる。
るところを目撃した。走って駆け寄ったが間に合わなかった。疼痛の訴えなし。
他の看護師から点滴の固定を手伝って欲しいと頼まれ、患者様のベッドサイドへ行く。訪室すると 看護師の技術が不十分であった。 看護師の観察が不十分であった。 母親への説明が足りな 援助・処置をするときはスペースをしっかりとり、ルート類には注意する。 付き添いの家族へ刺入
刺入部のエラテックスが濡れてしまっている。他の看護師と共にエラテックスを外す。刺入部の針 かった。
部のはずれなどがあることを説明しておく。
とルートの接続が緩んでおり液漏れしていた。接続部をしっかりと固定をした後、シーネ固定をしよ
うとした際、児の足にルートが引っかかってしまい留置針が抜けてしまった。 医師がナースステー
ションにいた為すぐに報告した。
他の看護師によって点滴交換をしてあった。カルテの記録時にベッドサイドにかかっていた点滴と 点滴を準備した時点で点滴が間違っていた。 点滴を混注した看護師も間違って確認していな
看護師間のダブルチェックを徹底できるように相互でチェックをする。 声だし確認を行う。
カルテの注射指示書の点滴が違っていることに気が付く。本来５％TZ１００ｍｌのところ５％TZ５００ かった。 点滴交換を行った看護師も確認不足であった。 いつもは５００ｍｌでの指示が多い為、
ｍｌで行っていた。そのときにはすでに次の勤務者になっており、点滴終了していた。 患者様の状 思い込みがあった。
態に変化は無く、入眠されていた。
他の看護師より患者様が車椅子ごと転倒していたと報告を受ける。そのときすぐに他の患者様の 死後の処置やナースコールの対応で不在になったナースステーションにいた不穏患者４人のうち 車椅子ですごされるときも観察を忘れない。
家族の方が３人がかりで起こしてくれた後で、患者様は車椅子に座った状態でキーパー装着して １人が転倒。第１発見者が看護業務に携わっていないスタッフで対応が遅れ患者様家族に手伝っ
いた。体がずれており、看護師２人で体位を直す。意識レベル等に異常見られず。
てもらうことになった。 他のスタッフへの報告が遅れた。
他の児のところにいると、本人の大きな泣き声が聞こえたため、訪室する。すると母が児を抱っこ 患者や家族の要因
母が児から少しでも目を離す時は、ベッド柵を必ず上まであげるように説明する。
し、「哺乳瓶を洗っていたらベッドから落ちてしまった。」という。「ベッド柵は途中までしか上がって
いなかった。児を見ていなかった。イスの上に１度背中から落ち、その後床に落ちた。頭はうってい
ない。」と母より。すぐにリーダーと医師に報告し、医師が診察する。児は泣き止んでおり、特に痛
がる様子はないため、様子見となる。
他の児のミルクを間違えて温めた。投与するときに同職者が発見した。
確認不足
温める前に、名前の確認を。
他の処方が３０日分であるのにユベラＮソフトカプセルだけ３日分で処方した
オーダ端末の処理能力の問題
オーダー端末の処理能力を上げる
他の処方薬が４２日分なのにラックビーのみ２日分でオーダーした
オーダリング端末の処理能力の問題
オーダリング端末の処理能力を高める
他の透析患者の回路凝血でスタッフ３名が対応に追われ、繁雑な状況であった。患者の回収時間 サイドテーブルに置いてある注射薬がその患者の者と思い込み
・配布時 ベッドネーム・患者名・伝票・物品を確認する。 ・施行前にスタッフ間のダブルチェック
が過ぎようとしていたので、慌てて回収準備に入った。サイドテーブルに間違って置いてあった他
（患者名・薬品名・月日） ・注射前に患者に名前・注射薬を確認してもらう。 ・施行直前に伝票・
の患者使用分の注射薬と伝票を確認して入れたが回収後患者名が違うのに気付く。患者のバイ
透析カードにサインをし施行する。
タルサインには変化はなかったが、カルシウム値上昇、皮膚の掻痒感、イライラ感が４８時間以内
に出現する可能性がある。
他の内服薬の変更時に、変更しなくてよい栄養剤を、1日3回から2回に変更してしまった。1週間後 変更する前の栄養剤の回数を1日2回と思いこんでいた。そのため、カルテの確認をおろそかにし 処方変更した医師本人の確実な確認しかありません。(その後、処方箋を受け取った薬剤師による
の処方日に発見、訂正。
た。また、栄養剤の回数を1日2回に統一しようとも考えていたようだ。
2重の確認とも考えたが、医師本人が変更していると難しいところもある。)
他の入所者の薬を混ぜた朝食を、拒否が見られたためそのまま置いていたところ、気づいたとき 自分の食事はすでに終わっていたがそれだけでは足りなかったようで、他の入所者の分も欲しが 事故防止マニュアルの確認・徹底、席替え。
にはそのご飯を少し食べてしまっていた。
る素振りを見せていた。手が届かないと思いそのままにしていたが、お互いに手を伸ばし、渡って
しまった様子。
他の病院の整形外科医師より、「現在受診中の患者にＭＲＩの撮影をしたいので過去に施行した ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題 それまでは記録場所のなかった電子カルテに、新たに「ＭＲＩ禁」の表示が一目でわかるように設
整形外科骨折手術時使用の金属、メーカー、機器を知りたい。」と連絡有。現在当院で使用してい 点。・保守・管理の問題点
定を修正した。またメーカーに依頼し整形外科金属使用手術時は「金属使用カード」を患者に配布
る電子カルテ、入院サマリーには記録がなかった。別の場所に保管しいる過去の紙カルテを取り
するよう対策を講じた。
寄せるのに１日ほど要するので後日返答とした。その後、手術室で使用した金属を記録しているこ
とが判った。
他の病棟から転棟された当日、血糖検査を４回／日実施し、結果によってスライディングスケール ・準夜看護師と遅出看護師のコミュニケーション不足・１８時の血糖検査は遅出看護師が実施して ・病棟の各勤務の業務内容のルールを守る・転棟された日は送りを受けた看護師が情報を漏れな
に沿ってインスリンを注射している患者様、血糖検査が６時･１２時・１８時・２４時となっているが、 いるが２４時の検査について申し送りをしていない・病棟内で業務内容のルールが守られていな くスタッフへ伝える・夜勤の看護師はお互いの情報交換を密に行なう
看護師の確認不足で２４時の分が実施されなかった。
いこと
他の病棟から転棟してきた患者様に血糖測定の指示があったが、忘れてしまった。次の勤務の看 次の勤務者への申し送りが遅くなってしまい、血糖測定があることを十分に申し送りすりことが出 患者様にとって大事な申し送り内容や、処置が必要な申し送りは 、早めに行うことが出来るよう
護師に申し送りをして実施していないことに気がついた。患者様は夕食を摂取した後であり、血糖 来なかった。 申し送りが遅れたことで、他の看護師が確認することも出来なかった。
に、優先順位を考え業務を行う。
値は４０３mg/dlであった。主治医に報告し、明朝の血糖値まで様子を見るよう指示を受ける。
他の病棟へ吸入薬を分けて渡した。しかし、吸入薬を注射器に入れ１８Ｇの針を蓋代わりにして使 吸入薬は注射薬と区別するのに、押し子がグリーンの注射器で蓋は吸入薬専用の蓋があるのに 院内全体で統一できるように現状を調査し、吸入薬保管方法のマニュアルを作成した。 マニュア
用していた。他の看護師から間違いを指摘された。
そのことを知らずに、注射薬と同様の扱いをしてしまった。
ルを徹底できるようにリスクマネジャーがラウンドし、指導を行った。
他の付添さまより知らせがあり、訪室すると全裸で床に座っている。尿失敗があり、自分で片付け 患者さまの把握が不十分であった。
頻回に訪室し、声かけをする。 安静の必要性を説明し、納得して頂く。 ナース・コールをして頂く
ようとして動けなくなったと。
よう指導する。 コール・マット等使用していく。
他医院からの預かり内服薬を与薬わすれた。
前日入院で昼分内服が無く当日も無いものと思い込み確認をしなかった。
昼食後薬の与薬がない場合でも必ず内服チェックする。
他院からの紹介。紹介状通り処方するも約１ヶ月後に紹介状自体が記載ミスであったことが判明 医療サイドの問題点としては、紹介状の記載ミス、当事者の確認不足、似た名前の薬品の存在、 知らない薬（使い慣れない薬）は処方しない（専門医に紹介あるいは確認する）。紹介状等への記
した。その間２８日間誤った薬剤を内服した結果となった。
初診時の薬局での確認不足などが挙げられる。患者側としては初診時内科受診を勧めたが、内 載は転記をせず、処方箋のコピーをする。
科受診しなかったことも一つの要因と考えられる。
他院からの紹介患者の受付において、これから来院予定の患者の依頼元病院からのFAX(受診 診察申込書のみを信じてしまい、依頼病院のFAX内容を確認しなかった。
依頼元病院からのFAXと診察申込書の受診科をしっかり確認する。
科は整形外科と記載されていた）を受け取り他の患者のカルテを作成していた。その内に当事者
が来院。ご本人が記入した診察申込書には、形成外科に○をしていた為、先程受け取ったFAXを
確認せずに形成外科のカルテを作成してしまった。その上、火曜日の形成外科は午後のみの診
察だった為、PM1:00に再度来院していただく事になり、多大なご迷惑を掛けてしまった。
他院から処方されていたバイアスピリンを服用してもらわなかった。指示シートのその他の欄に与 指示シートが２枚に渡っており見落としてしまった。
指示シートは最後までしっかり確認する。
薬するように入力されていたが気付かなかった。朝のみの指示であったが医師に報告し夕に与薬
した。
他院から転院してきた患者であった。患者は昇圧剤（ドパミン含有量６００mgのプレドパ）が接続さ 巡回時等、プレドパの滴下数はチェックしていたが、ドパミンの含有量まではチェックしていなかっ 主治医へ報告。プレドパの滴数の調整。 転院などの場合、主治医へ指示内容を確認してもらい、
れ、救急車にて搬送されてきた。 当事者が深夜帯で昇圧剤を接続しなければならなかった。接続 たため、気づくのが遅れた。 入院時、プレドパに関する注射オーダーはなかった。（記録上、血圧 指示を改めて記載してもらう。 規格量が違うと気づいた時点で、指示の滴数で施行して良いのか
時、ドパミン含有量が違うことに気づいたが、当院にはドパミン含有量２００mgの薬剤しかなかった コントロールの指示が残されていなかった。） 準夜勤務者から深夜勤務者（当事者）へプレドパに 指示を確認する。 滴下数だけではなく、含有量などもチェックする。
ため、６：１０にドパミン２００mg含有のプレドパを接続した。 接続時の血圧は１２８／５６ｍｍＨｇで 関する申し送りはなかった。 入院時の担当看護師はプレドパに複数の規格があることを知らな
あったが、８時に再検した際、血圧は８０台／ｍｍＨｇに低下していた。（７時過ぎにポータブルトイ かった。 プレドパ交換時、ドパミンの含有量が違うことに気づいていたが、主治医に確認すること
レへ移動などもしていた。） ＨＲも９２から１５０台へ上昇していた。意識レベルの低下や冷感、皮 なく、指示の滴下数のまま施行してしまった。
膚湿潤の出現はなかった。
他院で処方された内服薬を看護師が把握できておらず、自分で管理され服薬されていた。
入院時の患者情報の把握不足。
入院時、受け持ち看護師は当院・他院で処方されているすべての内服薬その他の治療薬につい
て、患者もしくは家族に確認し種類を明らかにしておく。
他院にて処方された吸入薬を持参入院していて、３日後吸入の手技確認すると、通常小児科の処 入院時の持参薬チェック
持参薬のチェック、吸入が開始される時は、服薬指導を受けることを徹底する。１日１回は手技を
方でない薬が出ており、手技も違っていた。
確認する。家人への指導、取り扱いの再確認。
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具体的内容
背景・要因
改善策
他院よりのＭＲＩ撮影の依頼で前立腺精査目的の撮影であった。同意書には「体内金属はなし」で 情報の確認不備。
問診・同意書の確認を行う。
あったが、問診表には「体内金属あり」であった。医師の確認不足である。金属探知機で検査した
が問題なく様子を伺いながら、ＭＲＩ撮影をおこなった。問題なく、撮影できた。
他院よりの持参薬と当院での薬が重複投与となっていた。
患者服用薬把握
他院の薬は中止し、当院の処方とする。薬剤師に内服薬の確認整理を依頼する。
他院より処方されていたノイロビタンをコンピューターで選択するところをノイロトロピンを選択した ・類似薬剤名による選択間違い ・当院採用薬品の有無について把握不足 ・３文字検索システム ・３文字検索方式に対するリスク回避のための検討
ため薬剤師より指摘されて気が付いた。当院にはノイロビタンは採用されていないためコンピュー の問題
ター上には登録されていない。
他院より処方されているスミフェロン皮下注射施行予定日に施行されていない事に気づく。処方医 チーム内での業務分担がしっかりと行なわれず業務を行なっていたため、実施忘れが生じてし
今後は、実施予定をナース室内ホワイトボードに記入する。
に連絡し、本日施行。
まった。
他院より転院されてきた患者をうけた。その患者には、気管カニューレが挿入されていた。今まで 気管カニューレに対する知識が少なかった。知識を応用することができなかった。気管カニューレ 気管カニューレに対する学習を行う。患者に身についている挿入物には観察を十分に行う。
同じ気管カニューレが挿入されている患者を受け持ったことはあった。その際にはカフエアの交換 への観察が不十分だった。
はなぜ必要かを理解し、実施することはできていた。しかし、今回の患者に対しては、カフエアの交
換を行うことができなかった。その後、他の看護師より指摘を受け、気づく。
他科依頼で呼ばれた患者と違う患者を外来へ行かせてしまった。声をかけた患者がかかりたかっ 部屋に入る前に名札を確認しなかった
部屋に入る前に名札をきちんと確認する
た科であったため確認したところ同意されて行ってしまった。外来で診察する前に気づいたので患
者への影響は特になかった。
他科受診後、抗生物質の点滴が追加されたが申し送りも不十分で指示シートの確認も不十分だっ 確認不足 申し送りが不十分 職員間の連携不足
他科受診した時は追加指示があることを予想して指示シートを再確認する。
たので実施しなかった。
他患から喫煙所の椅子に座っていた患者が後ろへひっくり返ったと情報あり。本人椅子より落ちて 以前から椅子の後ろに寄りかかるように座る事が多い。
座り方の注意、指導を繰り返し行う。
いる。左側頭部１センチのない出血あり。「大丈夫だ」とすぐ起き上がる。主治医の診察受け様子
観察の指示受ける。
他患の所で対応していると物音がし、すぐかけよると起きあがり酸素カニューレをはずし、胃管
両上肢抑制は患者をより興奮させると考えしていなかった。患者の側を離れた。
できるだけそばで注意を払う。やむを得ず離れるときは両上肢抑制。
チューブを自己抜去していた。その後説明し再挿入。患者は起きあがる動作を何度もしており、胃
管チューブも数度目の抜去である。体幹抑制、右下肢は動注抜去後のため抑制中。
他患の点滴施注中に患者様より「私のもありますね」と言われる、夕の点滴はなかったため注射 注射伝票を重ねて書いてしまったため。
重ねて書かない、マジックにて書く。
箋で確認したところ複写の文字で午前中までで止めになっていた、Drに確認したところ施行指示
有、深夜の準備の段階でその注射箋に中止とあった為返品してあった。別の注射伝票をボールペ
ンで中止と書いたため複写で写ってしまった。
他患の病室へ小走りで走っていく際に転倒したと、母より報告を受けた。前方へ転倒し前頭部、右 患者・患者家族への説明不足、理解不足
靴下にスリッパを履くと滑りやすいので履かせない。 入院中も靴を履いてもらう。またはサンダル
額を打撲。すぐ泣き、意識は清明。 担当医診察。バイタルチェックし問題なし。全額部に腫脹あ
にしてもらう。 スリッパは持ち帰ってもらう。患児にもスリッパで走らないように話す。
り、クーリングを施行。患児の安静、24時間観察を説明し経過観察をする。転倒転落パンフレット
に沿って母へ再度説明する。
他患の付き添いさんから報告を受け、訪室するとベットから転落され床に腹臥位になっていた。す 本人に転落時のことを聞いても「よくわからん」と言われる。通常、ベット上で過ごされ、自己で動 ・離床マットを活用しその旨を家人にも説明した。 ・頻回な訪室 ・ベットサイドに誰もいない場合
ぐに主治医に電話連絡。「症状がないようなら様子観察」の指示があり。外傷や痛みの訴えはなく かれることはなかったが、今回はオムツ内に便失禁されており、トイレに行こうと思われ移動してし はできるだけベットの高さに留意する。 ・離床マットでも危険性があれば、マットのみにする。
バイタルサインも問題なかったため検査は行わず。家人にもすぐ連絡し長男が来院されたため、 まったのかは不明。４点のベット柵はしてあった。
今回の事象に対して説明した。
他患の薬を口に入れてしまった。
勘違い、思い込みが原因
顔と名前の確認を徹底
他患よりナースコールあり訪室するとベッドサイドと車椅子の間に座り込んでいた。履物は履いて 遠慮がちで、自分でしなくてはといった思いが強い。靴下のまま床に降りる。
行動時はナースコールするよう頻回に指導する。遠慮無く頼めるような雰囲気作りに努める。靴下
いなかった。疼痛、打撲斑なし。
のまま行動しないよう指導する。
他患よりナースコールがあり対応中、物音がしたので行ってみると本患者がベッドの下に臥床位 他患のナースコールに気をとられており観察が不十分であった。また、時に昼夜逆転も見られ、病 病状が不安定である患者の場合は、さらに夜間の観察を密に実施していく
で倒れている。掛け布団が落ちていたのでそれにつまずいたものと思われる。腰部と後頭部を
的体験(幻聴)から注意・集中力に欠ける点もあった。
打った模様。後頭部発赤のみ。安静臥床し、後頭部アイスノン貼用。BP126/86mmHg P76 声か
けに反応あり。
他患より知らせあり。病棟トイレ前の床に座っている姿を発見。両膝をさすっている。本人、『歩行 日常生活で歩行器を使用している患者様として認識していたが、使用の有無のほか、行動はあく 歩行器を使用している患者様において、常時歩行器の使用の有無･観察等を怠らない。
器を忘れた。トイレに行きたくてここまで来た。』とのこと。右膝部発赤。左膝部1cmほど擦過傷あ が不十分だった。
り。介助にて起立しトイレへ移動する。歩行器持参すると、喫煙所へ向かう。当直医報告。様子観
察の指示あり。
他患より廊下で座り込んでいる人がいると報告あり。廊下に出るとＡ氏が座り込んでおり、理由を 確認不足
患者が内服管理をいつもどのようにしているか、管理ができるかどうか入院時確認、判断する。き
尋ねるとデパス錠とルボックス錠を4回分内服したと言われ事故に気付く。外傷が無いか確認し車
ちんと管理できているか必要時残数チェックを行う。
椅子にて帰室してもらう。バイタルサイン測定し当直医に報告する。デパス、ルボックス錠はスタッ
フ管理とする。歩行時ナースコール押すよう説明し、ベッド柵をあげ臥床してもらう。
他患者がこぼしたお茶ですべって左膝を打撲する。
他患者がやかんに入ったお茶を持ち歩き大量にこぼす。こぼした直後だったため看護師も気づか 夕食前の配茶で誰がこぼしたかわからないが危険だった。濡れていることに気づいたらすぐ拭く。
ず、発見に至らなかった。
又看護師にぬれていることを教えてくれるよう依頼。配茶は栄養課がしてくれるようになった。
他患者がトイレへ歩行しているのを監視中、杖の倒れる音がして病室へ行くと、床に座り込んでい 「コールを押すように言われたが、暗くてコールを探せなかった」という。コールはベッドの頭元に ベッドランプ弱を点灯し、コールを机の横に置いた。
た。
吊り下げてあった。
他患者がナースステーションに来られ、人が座り込んでいるという知らせを受け訪室する。ベッドに 転倒・転落スコア2点 危険度? 自力でポータブルトイレへ移動できていたにもかかわらず、転倒 ナースコールの説明を患者様に分かるように説明を行う。 転倒・転落スコアにて再度アセスメント
すでに臥床されており外傷はみられなかった。本人より「ポータブルトイレからベッドに戻ろうとした してしまった。 ナースコールについての説明が不十分であった。 離床センサーは他の危険度の し、計画を変更する。
ときに滑り尻餅をついた」と訴えあり。疼痛訴えなく、意識レベル清明にて経過観察とした。また、 高い患者様に使用されていたため、設置することができなかった。
排泄時はナースコールを押すように再度説明し退室した。
他患者がナース室に訪室し、「患者が転んで頭を床に打った」との報告あり。本人の自室へ訪室 あまり前例がなく、患者に対して注意が出来ていなかった。
たとえ、前例のない患者であっても、注意は怠らず、観察を十分に行なう。
するとベッドに座り頭を垂れている。声かけすると始めはキョトンとした顔をしているが、再度尋ね
ると『転びました』とのこと。どのようにして打ったか聞くと『分かりません』と話す。
BP120/77mmHg、P105、意識レベル普段と変わらず。右後頭部に発赤あるも腫脹なし。当直医に
報告、様子観察の指示あり。
他患者が喫煙していると突然、喫煙所へ行き強引に煙草数本を口にくわえ、スタッフの制止を振り 喫煙に関して、環境整備が出来ていない。
誰が見ても喫煙中とわかる様に喫煙中の札を作成し、スタッフの観察意識を高める。
切る。スタッフ数名で吸引機などを利用し、口腔内の煙草を除去する。（飲み込んだ様子はない）
他患者さまからナースコールあり、訪室したところベッド右側で長座位で発見。

タンスに靴下をとりに行き、帰りに転倒

身辺のものを取りにいくときは、職員を呼んでもらうよう説明。 ベッド周囲を整え、動きやすい環境
をつくっていくようにする。
他患者にすべき生食１００ｍｌ＋メロペン０．５ｇを当患者に側注、約半分量入った段階で、訪室した 思い込み、業務を早くしなければというあせりが潜在的にあった。１０日前より病棟内では重傷者 落ち着いて確認を行う。事例の院内発表を行った。
受け持ち看護師が間違いに気付き抜針した。
が多数となり持続点滴者が６人となっていた。検査データ毎の指示変更があり抗生剤や他の指示
薬の側注も行われていた。抗生剤は終了しており当日はグラビット内服になっており朝の申し送り
でも聞いていたが他の患者にするべきメロペン０．５ｇを翼状針を用いて点滴した。調薬時に処方
箋と薬剤の照合もしていると思い込んでいたことが原因であったと考える為、照合の徹底を行う。
背景にしばらく続いている異常な病棟の忙しさがとにかく早い処置をするという行動になったと考
える。
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具体的内容
背景・要因
改善策
他患者に与薬する点滴を患者の名前を確認せずに与薬してしまい、ほとんど点滴が入ってしまっ 与薬前に名前を本人に確認しなかった。ベッドネームとボトルの名前の照合を確認しなかった。ま 点滴開始前にボトルの名前と患者本人の名前を、必ず声を出して確認することは基本的なことで
たところで、与薬中の患者が点滴のボトルの名前が間違っていることに気付き、回診に来た医師 た与薬中にも患者の元を訪ね再度確認すべきであった。
ある。明らかな確認ミスである。システム的には注射当番が病棟の全患者の点滴を施行している
と看護師に伝え判明した。直ぐに謝罪し、与薬された薬品の身体への影響を医師より説明してい
ため、注射と実施する患者の状態が把握できないのが現状であるため、今後、受け持ち看護師が
ただき、抗生物質の副作用や患者の変化について様子観察を行なった。
受け持ち患者の点滴を施行するというシステムに変更した。
他患者に与薬セットしてあった薬を、投与してしまった。似た名前の患者様であり、与薬時確認す 確認不十分、与薬セットであると思いこんでいたこと、与薬時薬のみを持っていき箱を持っていか 与薬時は薬箱を患者様の元へ持っていき、名前の確認を行う。
るも確認不十分のため誤って投与してしまう。同職種者発見後主治医報告し、内服による身体へ ず与薬前の確認が無かった
の影響ないであろうと言われる。患者様に謝罪し、薬効・作用時間、主治医に言われたこと伝え、
許しを得る。
他患者の「あーっ」という声がし、訪室。朝食後、自床まで誘導し座るまで介助したが、その後自力 歩行の際、不安定のため、付き添うなどの介助が必要だった。
転倒危険者をピックアップし、特に注意を要していく。
にて立ち椅子に座ろうとしてすべり、転倒。臀部を打つ。発赤（－）、腫脹（－）、臀部痛（＋）。Ｄｒ報
告。様子観察の指示あり。
他患者のオーバーテーブルをO氏に使用。他患者の内服薬が準備されていたが、O氏の薬と勘違 他患者の物品は使用した。 患者確認を怠った。 夜間介護員への教育の不足。
誤認防止マニュアルを周知・徹底させる。 夜間介護員への再教育。
いし名前を確認せずに内服させてしまった。 状態に変化・異常は認められなかった。
他患者のバイタルチェックを実施していたため、血糖検査を未実施。午後に発見し医師へ報告、様 業務分担に不備、緊急業務への対応が十分になされていなかった。
緊急時の対応について見直し、看護師間の協力体制を強化する。
子観察とする。
他患者の家族からナースコールがなり訪室すると同室者の解除によってベッドに座っている状態 物理的な環境や設備上の問題点
ベッドにいる間はベッド柵は４点にしておく ベッドから車椅子に移る時は移る前にナースコールを
であった 患者に聞くと車椅子から移動するためにベッド柵をとろうとしたが、重くてバランスを崩
押してもらう 車椅子からベッドに移る時は後はナースコールで知らせてもらう。 ベット柵の付け
し、転倒した
外しは看護師にて行う
他患者の急変と重なり、採血を後回しにしてしまい、忘れてしまった。翌朝、指示をひろっていない 他患者が急変し、採血を後回しにしてしまった。
指示は早めにひろい、把握しておく。急変患者以外の患者の指示のチェックを怠らない。
ことに気付いた。
他患者の経管栄養剤を注入してしまった。すぐに気が付き医師への報告後、本人の経管栄養剤 氏名の確認不足・ミス 何名も経管栄養患者さまがいるので、同じバッグ同じ色で見分けがつきに 氏名を大きくはっきり明記し３回確認をする。（バックを選ぶ時、つるす時、開始時）
を注入した。
くい。
他患者の検査結果を貼っていた。
業務手順の確認
確認を何度も行う。
他患者の呼び声で訪室すると、ベッド下に転落されていた
・観察・見守りの仕方の問題
日中は車椅子で、目の届く場所で観察・見守りをして安全に努める
他患者の残りの血液製剤を返品せずにワーキングテーブルに置いたままになっていて、同じ血液 血液製剤使用方法確認
個人伝票で請求した薬剤については返納とする。手術室ではまとめて血液製剤請求せず使用し
製剤だったので次の患者の者だと思い込み使用し病棟で伝票の名前が違うのに気付き発覚す
た分のみの請求とする。
る。
他患者の車椅子にすがっていて転倒
観察不足
車椅子にすがっているのを見たら場所を移動してもらう。
他患者の処置が終わり手洗いをしていると、モニターのはずれている音がしたため患者の側に
他患者の処置に入るのに、周りのスタッフに声かけできていなかった。大丈夫だろうと思い、抑制 患者の側を離れる時は必ず周りのスタッフに声をかける。他のスタッフにも目が届くようカーテンを
行った。すると、心電図モニターをはずし、CVラインを自己抜去していた。ラインは先まですべて抜 をしていなかった。
開けておく。CVラインの固定もループを作る等の工夫をする。以前に自己抜去したことがあるとい
けていた。出血はなく、ベッド、着物は濡れていなかったため発見は早かったと思われる。すぐに
う患者は、前日の挿管チューブまで手を持っていくという行動がみられていた時点で早めに抑制し
麻酔科当直医に報告し、再挿入となった。CVラインはシングルで、メインからはフィジオ35が
危険防止を行っていく。
40ml/Hで、側管からは利尿目的でプレドパが5ml/Hで投与中であったが、バイタルサインに大きな
変化はみられなかった。患者はプロポフォールを5ml/Hで投与されており、鎮静中であったが、時
に声かけに開眼し、頷いたり、上肢が挿管チューブまで持っていくことがあったが、抑制はされてい
なかった。今日の日中はあまり動くことはなかった。自己抜去する前に家族の面会があり、刺激に
なり覚醒し開眼していたが、大丈夫だろうと思い抑制はしていなかった。しかし、以前に病棟でド
レーンを自己抜去するというエピソードのある患者であった。
他患者の処置により巡回が遅れた。夜間タオルでカバーし保護していたがリザーバーのルートを 右片麻痺はあるが左手は自由に動くため、自己抜去する可能性があった。
目の届かない時間が長いときは、前もって抑制など対処していく必要がある。
確認したところ、タオル・テガダームをはずし自己抜去しているのを発見する。
他患者の食事と薬を間違えて与薬させた。
確認不足
配膳時、名札を確認しながら、配膳する。 薬を与薬する際、必ず名前を確認して投与する。
他患者の食事介助をしていたら、ドスンという音が聞こえた。見ると車椅子より転落していた。車椅 患者に対する指導教育の問題もあり 自力でトランスファーがまだ確立できていない患者に対する 移動を介助をした際に次回の移動もナースコールするよう患者教育を十分行っていく。ベッド柵を4
子からベッドへ移動しようとして転倒した様子。ベッド柵4本のうち1本は外れていた。
安全管理の認識
本を確認する。
他患者の対応で多忙な際、廊下で主治医にあい患者さんに座薬を入れるように指示を受ける。ボ ダブルチェックがなかった。 同じ名前の容量の違う薬があった。
ダブルチェックの徹底と一薬品一容量にすること
ルタレン25mgと確認したにもかかわらず、冷所のストックより持ち出したのはボルタレン50mgで他
の看護師と確認する事も無く患者に使用してから50mgを謝って使用した事に気づいた。
他患者の点滴ラベルを貼り、病棟に運ばれた．施行前に看護師に指摘される。
監査時の注意不足。 マニュアルを徹底しなかった。
監査時の確認の徹底。
他患者の点滴を開始し途中で気づき中断した。その後様子観察したが影響は特になかった。
業務チェック体制の問題点
業務の声だし、2人による確認体制の確立。
他患者の排泄介助中、ｺﾞﾝという物音にて訪室。ﾍﾞｯﾄの左側に座り込んでいた。「ﾄｲﾚにいきたい」 患者への説明と観察が不足していた。
転倒転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。（排泄ﾊﾟﾀｰﾝを掴んで
誘導する・ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整備、家族へのﾘｽｸの説明）
他患者の眠前薬を与薬してしまった。
不調の他患者の事が気になっており、与薬する際集中していなかった。 患者は時間より早めに 毎日行われていることであるが、気を抜かず与薬することに集中する。 与薬に集中できるように
薬を取りに来られており、自分自身は他のことに気を取られていたが、時間まで待ってもらわずに 時間をしっかり確保してから行う。片手間でやらない。
そのまま与薬してしまった。
他患者の薬が薬箱にはいっていた
配薬間違い・確認不足
マニュアルに従い確認しながら入れる
他患者の薬を内服させてしまう。同名の患者様だった。
確認手順ルール問題
３回確認の徹底
他患者より、患者が廊下で転倒していると連絡があった。
観察不足
きちんと観察する
他患者より「隣の人が倒れている」とコールあり。訪室すると床に横たわっている。ベッドに起こし 希望で片方の柵しかしなかった。もっとリスクについて説明し、同意を得るべきだった。
血管造影施行した翌日も止血しないため安静をしいられていた。当日、安静解除になったこともあ
確認。意識レベルに問題はなく、「スリッパを取ろうとして倒れた」と。主治医に報告しバイタル
り起立性の浮遊感等の症状出現も考えられる為、安静解除時に「行動時はコールするよう患者に
チェック、症状観察する。疼痛等のチェック。一過性に冷感、顔面蒼白気味でであったが様子をみ
説明する」ことをスタッフに指導。認知レベルでは問題は全くないため看護師が「この人は大丈夫」
ていくうちに緩和していった。バイタルサインに問題はなかった。ナースコールを手元に置きなお
と思ってしまったため起きてしまったこともあり、７９歳の年齢も加味しながら観察するより指導。現
し、両柵を設置。気分不快があればナースコールするように説明し様子観察となった。
時点ではＡＤＬを含め退院に向かっている。
他患者よりナースコールあり、トイレに行こうと点滴を抱え転倒していた。トイレに行こうと寝ぼけて 患者状態把握
排尿時には声賭けをする。
転倒したという。手首擦過傷あり。入院２日目でなれない環境で混乱したと考える。
他患者よりナースコールあり、病室に行った時には本人は丸イスに座っていた。トイレに行こうと車 車イスが自立していた患者さんであったため、なれていたせいかストッパーを忘れていた。しかし、 夜間は車イスを廊下に出しナースコールをしてもらい、ナース付きトイレとする。
イスに座ろうとしたところストッパーをかけ忘れていたため尻もちをついてしまった。その後丸イス 脊髄小脳変性症もあり夜間はナース見守りが必要であった。
に自力で座っていた。腫脹・発赤なく痛みの訴えなかった。
他患者よりナースコールあり。行くと横から患者が助けてくださいと言っていた。ベッドからおちて 申し送りでその日の日勤帯でも転倒したことをうけていたにも関わらず転倒時の対策がとれてい トイレ移動する時はナースコール押してもらうように説明した。また、プレイセットをひいて対策し
座っているところを発見。トイレに行こうとしたところあやまってベッドからずり落ちた様子であった。 なかった。また、頻回に患者の元にいけておらず排泄も促せてなかった。
た。ふらつきもあるため、トイレに行く時は介助すること、排泄の有無もきいて頻回に訪室する、ト
頭部は打ってないも殿部痛み軽度あるため、当直医にコールした。
イレ促すようにする。
他患者よりナースコールあり訪室すると、ベッドサイドに倒れていた。明らかな外傷なし。意識障害 不穏行動がある患者のため、観察は強化していても転倒を防止することは難しい。
観察強化。転倒・転落した場合の対応を確実に。
なし。
他患者よりナースコールあり訪室すると、ベットの下に座位になっていた。異常なし。
患者状態把握
頻回な訪室。排泄の声かけ、床上に風呂マットをし、滑らないようにし、衝撃が少なくてすむように
工夫する。
他患者より床に転倒していると報告あり、左側臥位にになっているところを発見。食後椅子から立 歩行障害があり、歩行器に移動する際看護師介助することになっていたが自分でできると思って 歩行器は患者の側から離し移動する時に介助する。患者に必ず看護師呼ぶよう再度説明する。
ち上がり歩行器に移動しようとしたが車輪に足がからんで転んだと話される。患者に異常なかっ いた。歩行器を患者の側に置いた。
た。
他患者より男子トイレで男性が倒れていると報告あり、トイレへ駆けつけると中央で車イスから転 下肢筋力の低下みられ自力で車イスにてトイレに行かれていたが転倒の危険性が高かった。転 ウーゴ君装着し4点柵施行。夜間は尿器を使用するよう説明しトイレ希望時はコールするよう説明
倒し座位になっていた。フットレストが上がっておらず降りたままとなっていた。
科当日で患者のAD状態が把握出来ていなかった為対策が遅れた。
する。
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具体的内容
他患者より通報あり、病室の床で倒れているところを発見する。意識がはっきりしなかったが、数
秒後には呼名にはっきり返事する。外傷、疼痛なし。強く打った場所は不明。

背景・要因
改善策
こだわりのため注射を希望していたが、就寝薬内服後ふらつき強く、呂律のまわりも悪い状態だっ バイタルサイン問題なし。当直医に報告し、朝まで様子見るよう指示受ける。23時には入眠する。
た。そのため、注射は勧めなかった。ふらつきあるが注射希望が強く臥床せず歩き回ったため転 注射希望があった時に、速やかに指示受け、施行していれば転倒は予防できたかもしれない。
倒したと考えられる。
他患者より来てくれとの20時05分ナースコールで訪室するとベット脇に立ち「座るんじゃ、どうなっ せん妄状態に入っていた
リスパダールの定期的な内服。日常生活にメリハリをつける。早めにドレーン類を抜く。
とるんだ」と言う。緊急コールで他のナース4人でベットに戻す。ドレーンや点滴、バルンに抜けな
し。BP160mmHg台SPO2９４バイタル変化なし。声かけていると落ちつく。指示のリスパダール０・５
ｃｃ内服してもらう。主治医にも電話連絡する
他患者より廊下で人が倒れていると報告あり、しりもちをついている患者あり介助にて立位保持し ねぼけていた、リハビリシューズをきちんと履いていなかった点。
フラツキあるときは自室のトイレを使用することを説明。シューズをきちんと履くことを説明する。
自室へ戻る、本人より「ねぼけていて転んだ」と訴える又、左後頭部を打ったというも痛みなし、リ
ハビリシューズをきちんとはけていなかった。
他患者発見し通報で見に行くと、洗面しようとして老人車とともに廊下に倒れた。異常なし。
患者状態把握
ナースコールの指導。
他患者誘導中、車椅子からずり落ちているところを発見
車椅子の臀部クッションの前後が逆になっていた
車椅子のメンテナンスを行う。
他患者様が､「ﾄｲﾚでじいさんが頭をつっこんじょる」といわれ、トイレに行くとトイレのなかでうろうろ ・トイレ誘導への声掛けの回数の問題
定期的なトイレ誘導だけでなく、部屋係のスタッフは頻回にトイレへの声掛けを行う。
されていた。本人に聞くと｢トイレのなかでこけて頭を打った」と言われる。外傷なく経過観察する。
他患者様がカースステーションにお見えになり、「廊下におじいさんが倒れている」と報告あり。見
にいくと車椅子の前で尻餅をついている患者様を発見。すぐに車椅子に乗せると「トイレに行きた
い」と患者様が言われる為誘導する。患者様は外傷みられず著明なレベル低下もみられず、バイ
タルも安定しており経過観察を行った。
他患者様から、患者様がトランプの誘いを受けて、慌てて移動しようとしたため躓いて転倒したと
連絡を受ける。
他患者様から「Ａさんが部屋の前で転倒している」と報告を受ける。駆けつけると、患者様が両手
を前に伸ばして転倒していた。慌ててトイレに行こうとし、足元がふらついたとのこと。速やかにＮＳ
に報告する。外傷なく、疼痛の訴えなかった。
他患者様から床に座っているとの連絡があり訪床。患者様はトイレに行こうと車椅子に乗るため
ベッドから降りて患側に体重をかけようとして転倒した。
他患者様から誰かがトイレで倒れていると報告を受ける。行ってみると車椅子の横に患者様が倒
れている。本人に声かけすると「大丈夫だよ。小便しようとして車椅子から立ち上がろうとしてふら
ついた。」と話す。外傷、腫張なし。その後、便座に座られ排尿をすませる。バイタル安定。Ｄｒに報
告すると、様子観察の指示を受ける。
他患者様から報告を受け、訪室する。すると、患者様が部屋の入り口付近で車椅子ごと転倒して
いる。本人の名前を呼ぶと、意識清明、返答あり。数人で車椅子乗車させ、痛いところを聞くと、右
側頭部少量の出血あり。Ｄｒに報告し、絆創膏処置となる。他、外傷なし。血圧やや高め。
他患者様に「倒れているよ」と言われ、確認しに病室に行くと、患者様が床にうつぶせに近い状態
でいるのを発見する。

患者様は失語症もあり、自分の訴えもなかなか表現できない為、トイレ誘導などの配慮が足らな
かった。

トイレ誘導時間を患者様にあった時間に出来るようアセスメントし実施する。ナースコールを移動
時に鳴らすよう毎回声賭けをする。部屋をナースステーションの近い場所にする。

歩行が不安定な患者様であった。慌てて移動してしまったようであった。

歩行不安定な患者様なので慌てずに行動するよう指導する。

夜間は特に、ふらつくことが多いので、トイレの際はナースコールを使用するよう指導すべきで
あった。

夜間、トイレにいかれる際は、ナースコールしていただくよう説明する。

観察不足 説明不足
風邪気味で体温上昇中だった。体調不良状態だったので調子が悪いときは介助用トイレをしよう
することを説明するべきであった。

夜間から朝方には必ずナースコールをして頂き、看護師が付き添いトイレまで移動するように説明
した。
状態変化に応じ、リスクを把握して対応する。ナースコールの指導、ポータブルトイレの設置、頻回
の巡視を行う。

無理して自分で動こうとせずに、ナースコールするよう十分な説明が不足していた。

行動観察とＡＤＬの把握をし、状況に応じた指導、援助を行う。

この患者様は、歩行困難であり、移動には介助が必要だが、時々自力で、ベット移動やトイレでの
便器への移動をしてしまう。普段の観察から転倒の危険性を認識していたが、観察が不十分で
あった。
他患者様のケアをするために傍を離れた所末梢静脈ラインを自己抜去された。
観察不足 ラインに触る動作はあったが抑制等は行わなかった。
他患者様のケアを終え、患者様のベッドサイドに戻った所、Ａラインを抜かれた。
観察不足
他患者様の食事をとり、急いで食べようとして誤嚥し、スタッフのところに近づいてきた。呼吸不安 食事中の患者様の観察が不足していた。
定であり、口唇チアノーゼ認め、至急吸引施行する。
他患者様の声で、患者様が覚醒され､ベット柵から下半身が落ちた状態になった。バルチューブ留 観察が不十分だった。
置されているためルートがひっぱられた状態であり自己抜去の恐れ、転倒、転落の恐れあり。
他患者様の知らせによりホールへ駆けつけると別の患者様がテーブル脇で倒れていた。声をか 周囲に複数の患者がいたことが幸いで、迅速な連絡を受けられた。
け、意識があることを確認する。痛みを訴えていないこともあり、診察室へ運んでＮＳに処置をゆだ
ねる。その後、しばらく休んで処置された。
他患者様の昼薬を内服している際、トレーに、ある患者様の朝の酸化マグネシウムが残っている 薬袋がトレーに倒れていたため、与薬し忘れたと思われる。内服終了後、再度トレーを確認してい
のを発見する。Ｄｒに報告し、昼に内服させる。
なかった。
他患者様の眠前薬を与薬してしまった。すぐにＤｒに報告し、薬の内容を伝え、様子観察の指示を 必ず氏名の確認をしなくてはならないのに薬袋を確認しなかった。ダブルチェックも怠ってしまっ
受ける。下剤と眠剤１Ｔだった。
た。
他患者様より、トイレの前で転倒されていると報告があり。トイレの前で床に横になっているのを発
見した。特に痛みなく打撲も見られず、バイタルサインも問題見られなかった。患者様には歩行さ
れるときはナースコールを押すように再度説明した。また、担当医師にも報告をした。
他患者様より、転倒したと報告あり。食堂へ訪れると既に立位になっており「床に水がこぼれてす
べっちぃました」と話す。前頭部を打ったと話すが疼痛や外傷はなく、本人も大丈夫というため、様
子観察とする。
他患者様より報告を受ける。夜間トイレにて排泄し、立とうとしたときに転倒した。鼻根部に2ｍｍ
×2ｍｍの擦過傷見られる。 ＢＰ130/82ｍｍＨｇ
他患者様対応中、介護士に呼び出され、病室へ向かうと、全てのルートをハサミで切り、血だらけ
になって徘徊している患者様の姿があった。
他看護師が、同病室で他患の処置をしていたところ「ゴツン」という音がしたため見ると、ベッド下に
倒れている患者様を発見。頭部が隣のベッドの枠に向いており、背中は床頭台の方に向いてい
た。バルンカテーテルが絡まっているのをたどると（レバーで上げ下ろしするタイプのベッド）柵の
足元側の隙間から降りようとして転倒したようである。転倒時、頭頂部の痛みを訴えていたが３０
分後には消失。他覚的な外傷、腫れなし。
他看護師がチエナムを袋から取り出し、バッグに名前を書いた時点で受け取り、ルートをつない
だ。抜針する時に、生食と混合されていない事に気付き、患者様に説明し、新しい混合したチエナ
ムキットを更新する。
他看護師が清拭しようと訪室し、声かけしたところ、目の前で点滴ルートを抜針されたと報告を受
ける。刺入部漏れあり。朝食全量摂取、ＪＣＳ３．Ｄｒ報告し補液は中止となるも、抗生剤は術後の
ため必要と判断され続行指示受ける。
他看護師が訪室した際、点滴抜針しており、布団血液汚染あり。
他看護師が訪室すると、部屋にワゴンがありそれを避けようとして転倒し、床に座り込んでいた。
右下腿（患部）疼痛ありＸ線異常なし。
他看護師が廊下を通りかかると、坐車移動しかけて床に倒れた。
他業務で忙しく患者に与薬するとき誤って他患者の薬を１包の半分口の中に入れたとき間違いに
気付き吐き出させ、うがいをさせた。

術後せん妄があった。 患者様のナースコールに対する認識が足りなかった。

自室に戻るなどの行動を見たら声かけし、横になるのか確認をする。患者様にもナースコールす
るよう声かけする。
ライン抜去動作が見られる患者様の傍を離れる時は早めにミトンなどを装着する。
他患者様の所に行く時は抑制させていただくか他の看護師に観察を依頼してい行く。
一度、誤嚥された方についてはスタッフの観察を密にする。（頻回に声えかけなどを行う）
頻回な巡視とバルカテーテルの固定を確実に行う。早朝覚醒の患者様について担当医へ報告。
検討依頼を行う。
そのときの気分により床に横になり声掛けにも返答しないことがある患者様なのでその都度状態
を把握し、対応する。
確認の徹底を職員に再度説明した。
ダブルチェックをなぜ行わなかったか、原因を考える。２人の患者様の薬袋にパウダーがあり、前
後でトレーに並んでいることもあり場所を移動した。業務に対しての意識の低下があり全体に注意
を促して再発防止に取組む。
患者様へ転倒の危険性について説明を行う。 ナースコールについても患者様が理解されるまで
説明を行う。

杖歩行している患者様のため一層密な観察が必要であった。また、床に水がこぼれていたという 廊下に水がこぼれていたら速やかに拭くことが原則である。自己に対する意識の向上と注意力を
環境的問題もあったため事前に問題因子を除去する必要性もあった。
強化したいと思う。
もともと血圧の変動がみられる方であった。 排泄行為により血圧の変動をきたしたものと考えら
れるが、観察不足であった。
患者様の持物チェックの不足。患者の病状の把握不足。

トイレと部屋の位置を考える。 夜間のトイレの観察も行う。

転倒直後に、本人に何をしようとしていたのか確認したときは、「飛んでいった」等、意味がわから
ないことを言っていたが、日中になって「靴下が飛んでいったからそれをとろうとした。」と言ってい
た。実際に、くつ下は落ちていなかったが、そのようなつじつまの合わない言動や、意味不明な言
動がこれまでも数回あった様なので、その点にも注意して関わるべきだった。また、日勤帯で部屋
移動したばかりで、環境が変わって落ち着かなかったことも要因であった可能性もある。
注射と実施する人が違っていた（マニュアル違反）。 ダブルチェックが不十分だった（一緒に伝票
を見て確認していない、マニュアル違反）。 溶解したと思い込んだ（確認不足）。 説明書をよく読
んでいなかった。
理解力が低下しており、協力を得ることが難しい。 点滴ルート漏れがあり、疼痛のため抜針され
た可能性がある。

軽い痴呆があったこと。部屋移動したばかりの状況であることを踏まえて、観察を十分にしておく
べきだった。落ち着いている、との情報（申し送り）に安心していた面があったのと、初めて受け
持ったばかりで患者様の情報（自分の）が不足していた。うーご君をつけて監視しておく対処が必
要だった。

患者状態把握
病室環境整備

頻回な訪室。
室内にワゴンを置いて離れない。

患者状態把握、指導
与薬時の業務手順確認

目の届くところに居てもらう。日中坐車移動時は抑制帯にて坐車を固定し安全に努める。
与薬時は確認を怠らず、集中する。
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患者様の持物チェックの徹底。

マニュアルに沿って確認する。 注射を実施する人が準備から行う。
医師の指示により、抗生剤点滴施行時は、付き添い方に手を握っていてもらうよう、協力を得る。
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具体的内容
背景・要因
改善策
他施設にてフラグミンを使用して透析をしていた患者が消化管出血で入院。透析の依頼がありフ 確認作業の問題
確認作業の強化
サンにて行う予定が機器に入力されておらず、フラグミンを誤って投与した。
他施設への検査請求明細の入力を間違ってしまった。
検査データ・請求内容は2重チェックにしているが、チェックをすり抜けてしまった。
2重チェックにしている。引きつづき2重チェックを実施していく。
他児の母乳を間違えて与えた。量も１５ｃｃ多く与えた。 16:30頃 児が啼泣しており先に母乳を飲 ダブルチェック後に、本人の所に母乳を置かなかった。（手順どおりにしなかった。）シリンジからビ ダブルチェックしたものを本人の所に置く。本人の所でシリンジからビンへ移しかえる。移し変える
ませようと、バットから本人の母乳の入ったシリンジを取り、ダブルチェックした。母乳を児の保育 ンへ移しかえるときに、名札を付け替えなかった。哺乳時に再度、本人の母乳であるか、名前と量 時、名札の付け替えを忘れない。飲ませる前にもういちど名前と量の確認を手順どおりにする。
器に置かず、確認したシリンジを再びバッドに戻し、シリンジからビンへ移しかえた。ビンに名札を を確認しなかった。（無意識だった。）ビンに名札がついてなかったが思い込みで飲ませた。
つけずに、受持ちナースにビンを渡した。渡されたナースは、札はついてなかったが先ほどダブル
でチエックしたのでそのまま飲ませた。ビンの量もそのまえ確認したばかりだからしなかった。他の
児のお乳を配る際間違いにきずいた.主治医に報告し主治医より父に電話で報告説明された。
他人のカルテを診察室にまわしてしまった。会計入力で気が付く。
確認不足（保険・名字で名前確認をした）
患者確認は患者番号で確認
他入所者の介助の為、Ｘ号室前を通りかかると、当該利用者がＷＣの外の床で寝ている所を発見 観察不足 安定剤内服の為歩行不安定
安定剤を内服した当日は巡廻を頻回にする。
する。
他入所者よりコールがあり、訪室すると、ベットサイドに左側臥位に転倒されている所を発見 ＢＰ お茶を飲もうとして立ち上がりバランスを崩して転倒
ナースコールの再指導を行う。
１１８／９０ 外傷なく、少し腰が痛いとの由
他病院から多発血管炎で下肢の皮膚潰瘍を反復、下肢切断目的で紹介入院した。紹介状の情報 疼痛コントロール困難なことから多い量で治療していたと思った。しかし医師は疑問にも思ったが、 紹介元の医師に報告。麻薬など重要な薬剤の監査は、患者情報を元に注意深く行う。疑問に思っ
から、塩酸モルヒネ水（塩酸モルヒネ２０ｍｌ、シロップ６ｍｌ、生食５４ｍｌ）１日量で疼痛コントロール 手術時間が迫っていたため確認しなかった。薬剤師も疑問に思った時に速やかに調剤を中止し確 た時は必ず確認をする。
していた事から、当院採用のオプソに換算したところ、投与量が多いと思い、少な目に（１日12包） 認をしなかった。
処方した。薬剤師が病名など情報を聞き、紹介元の看護師の要約がモルヒネ８ｍｇ、シロップ３ｍ
ｌ、精製水２２ｍｌになっており、紹介元の薬剤師に確認したところ、医師の紹介状の記載ミスであっ
た。患者にオプソを１回３包を服薬した後に発覚した。
他病院から転院してきた患者様。抗痙攣剤が切れていた。当日、２１時５０分に全身の痙攣発作 他病院の薬が切れた。 カルテや添書でどのような薬がどのようにいっているのかを把握していな カルテ、添書で薬の内容と残量を確認する。 薬の残量が２日分になったら、早出業務が医師に
出現し、確認していて気付く。痙攣に対しては、医師の指示で点滴ルートを確保して、セルシン５ｍ かった。
報告する
ｇをルートした。ワコビタール座薬を使用した。
他病院で放射線治療の予定があり、患者様が放射線治療のために他院に行かれる事を知らな 診療・治療計画の情報を把握していなかった。
受け持つ時は治療計画にも必ず目を通す事を怠らない。医師にも治療計画は分かりやすく記載し
かったために、外出届を記載していただき行って頂くところ、記載しないまま自家用車で他院に
てもらう。
行ってしまわれた。
他病室の患者さまより、大きな音がしたとナースコールあり。訪室すると、患者さまは床に座ってい 安静の必要性を理解していなかったため
用事がある時は、ナースコールを押して頂くよう、十分説明する。頻回に訪室し声かけをしていく。
た。「靴を履こうとして転倒した」と。
他病棟から移動してきた患者様の持ち物の確認をすると、コップなどと一緒にふりかけやのりなど 食事のときの確認が不十分だった。患者様の身の回りのチェックが不十分だった。
当病棟では、ふりかけやのりなどは、取り置きせず、食べないときには下膳にのせて返却するよう
が４３袋も出てくる。食事のときについていたものをためていたものと思われる。
に話す。
他病棟から転棟してきた患者様であった。不穏行動があり抑制を行っていたが、転棟時抑制帯が 観察不足
転棟前に情報をもらい準備しておく。 目を離す時は連絡してもらうように家族にも依頼する。
準備してなかったために準備している間、家族が見ていてくれることになっていたが少しの間、目
を離した時にベッドから転落した。
他病棟の患者様を含めたグループ買い物の付き添い職員として参加した。帰院後、その他病棟の 帰院時に一度、当病棟で待機するよう、ご本人に連絡すべきであった。また、タクシー料金の支払 申し送りを確実に聞く。帰院時、タクシーの支払いをするときでも安心せず、患者様の行動に注意
患者様が無断で、ご本人の病棟に戻られたため、いなくなったことに気づかず、帰院の連絡を忘 い中患者様への注意が散漫になっていた。前日に、当病棟から移動されていたが、付き添った職 する。
れてしまった。その後、その病棟職員から問い合わせを受け、報告した。
員が把握していなかった。
他病棟へ離棟
他病棟から移った翌日、離棟。観察不足
私服に名札を貼る
他病棟より転棟された患者の血糖測定を測定表にあげ忘れたため、血糖測定をせず血糖の値に 転棟後の処理ミス
指示を確認する際に声だしや二重確認を行う。
よって施行するインスリンも行わなかった。
他病棟より転棟時にベット横にポータブルを設置してあったが、最近腹満・倦怠感強くオムツ内排 ・自分で出来ると思い込み、NSコールをせずにトイレ移動してしまったため。 ・NSに遠慮もあり、 ・もともと遠慮もありあまりNSコールしてこない為、排泄後はNSコールをしてもらい、すぐにオムツ
泄であったためポータブルは片付けられていた。 ２６日に腹水穿刺を行い症状も軽減したため、 排泄行為を人に頼らず、自分でしようとの思いがあるため。
交換をすることを説明した。また適宜NSサイドから声をかけるようにした。 ・環境整備を行い、物
ポータブルが置いてあると思い込み、自分でポータブルトイレに移ろうとしたら、ポータブルが置い
品を片付ける際は患者様にも声をかけていく。
てなくそのまま床に尻もちついている状態を発見した。 VS変動・疼痛なく、Dr報告し経過観察と
なった。
他利用者の声で気付き駆け寄ると車椅子より落ち、うつ伏せに倒れている利用者を発見。
車椅子のブレーキの掛け忘れ
ブレーキの確認。
他利用者様の介助が終るまで椅子に座って待っていてもらおうとしたが、急に立ちあがりしりもち 利用者の人数に対し、職員が少なかったと思われる。屋外への外出時は職員内で細かな分担を 少ない人数の中で役割を決め、事故を起こさない工夫をしていきましょう。
をついてしまった。
する必要がある。見守りの職員は最低でも二人は必要かと考える。
多科受診されている患者で、片方でプロテカジン(10)を定期的に服用していたが、心臓外来を受 ・確認不足だった。 ・診察が別々の日で最初は別々に処方されていたので、見つけにくかった。 多科受診されているときは相互作用について確認を強化するようにする。
診した時ガスター(20)が処方された。薬局で薬効が重複していることに気づかず、調剤し投薬して ・多忙であった。
しまった。別の日に主治医の診察せず薬を取りにきた時にも気づかず渡してしまい、その次の診
察時別の薬剤師によって発覚する。
多項目の検査依頼があり、検体が検査室に提出されたが、凝固系のスピッツの採血容器がな
Ｐｔの依頼があることに気付かなかった。
必ず検査項目を確認してから、採血を行うようにお願いした。
かったので、再度採血をお願いした。
多種剤の持続点滴の水分測定時、２種類の持続点滴チェックを見逃したまま水分出納バランスの 輸液ポンプの使用台数と指示チャートを見比べ、確認しなかった。
輸液ポンプの使用台数と指示チャートを見比べ、確認する。水分量を計算し終わったら、再度行い
計算をした。
確認する。
多動によりベッド柵に顔面を打ち付け右眼瞼部に切傷
体動が激しい
クッション等の使用を適切に行う
多発外傷で入院中の患者。意識障害があり（JCS3）気管切開施行。インスピロン使用し酸素投与 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・自己抜去が予測される場合は、短時間でも安全帯を除去したままにしない。
中であった。安全帯を除去した際、上肢の点滴漏れに気づき、再留置のための物品をナースス
テーションへ取りに行った。数十秒後病室へ戻ると、気管カニューレを自己抜去していた。主治医
へ報告し気管カニューレ再挿入となる。
多発性硬化症の患者。筋力の低下、痺れあるもリハビリにてADL拡大してきていた。トイレ移乗も いつもはNSコールで呼んでくる患者であったがNSを呼ばずに一人でトイレに移乗した。患者は以 日頃のトイレのパターンをつかみ、患者から声をかけられる前に看護師からトイレの声掛けをす
全介助から一部介助にまで自立見られていた。19日昼後一人でトイレ移乗する際に足が滑りベッ 前から自分で出来るところはしたい、看護師の手を煩わせたくないと思っており、遠慮する様子が る。患者が声をかけやすい様なかかわり。転倒や転落の危険性を説明し自分で出来るようでも見
ドからずり落ち、しりもちをついている所を看護師が発見する。身体をぶつけた様子なく患者に変 見受けられた。その日の心境もいつもと同じだったのではないかと考えられる。
守らせて頂く事を理解して頂く。
化はなかった。
多部位にわたる撮影で、頭部側面を撮影し忘れて診療科に戻してしまった。フィルム整理時に発 確認不足
撮影時の最終確認
見し、再度来放していただく。
多忙な最中の入院患者の点滴指示受けの際、取り敢えず注射処方箋を薬局に提出し、当日分の 業務、労働体制の問題：周辺医療機関の分娩受け入れ中止のあおりで当院での分娩件数が急増 助産師の募集を行っている。多忙ではあるが現在の人員で当面を乗り切る必要があり、マニュア
指示を見落とし、未実施となった。
し、多忙である。
ル通りのチェック体制を確実に実行する。
多忙の状況。患者の指示を出しているときに、看護師から他の患者の睡眠剤の指示が欲しいとい 医師は多忙なので、緊急の指示以外は作業の中断をさせない方法を。
当院は電子カルテなのでメールで患者名と指示確認をを送ると医師はそのメールから患者カルテ
われ、開いていた患者の画面で入力してしまった。看護師に指摘され誤投薬には至らなかった。
を開ける。緊急でないものに関してはその方法で実施。
多目的トイレにて浣腸施行。その後患者は便器脇で立位のまま待機。便意あり便器に移ろうとし 患者は下肢切断して立位不安定であるため、便器に坐って待つようにとの説明が不十分であっ
た際、床が濡れており足を滑らせて転倒。患者は一人でおり、転倒の物音で発見した。外傷や気 た。
分不快の有無を確認。排便終了後病室へ連れて行きバイタル等確認。上司、医師に報告。経過
観察となった。
多目的ホールでビデオ鑑賞会終了後、患者様も職員も病棟に戻った後に、トイレを確認する。する トイレ利用者の観察が不十分であった。
と患者様がトイレで排便後、脱肛にて苦痛を訴えておられる。重度のため病棟に連絡する。
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患者は片足を切断しており、バランスが取りにくいうえ、浣腸後は便器に坐っていただくよう説明す
ることが転倒予防となる。特に便意を我慢している状態の場合、次の行動に移る場合に「あせり」
が出やすく、患者自身も注意することを忘れてしまいやすいことがあるので、患者の状態に合わせ
た援助が必要であると指導した。
看護計画で脱肛予防体操、肛門筋力強化を図る。また、他科受診を検討する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
多目的ホールでビデオ鑑賞中、席をたたれ、ふらつきがみられる。声かけすると「トイレ」と話す。 他病棟の患者様であり心身状態がわからなかった。
その患者様の病棟職員に連絡、引き継ぐ。
介助にてトイレに向かう途中、歩行できなくなり床に倒れこんでしまった。
打撲骨折予防の為にミトンを着用していたが、本人が不満を訴えた為除去。右手第２指にチアノー ミトン装着後の点検が出来ていなかった。 カンファランスはしていたが不十分だった。 入所者の ミトンの除去。 夜は３０分毎の巡視を行う。
ゼと冷感があり、第1ー２関節の間に縛られたような後があり、ミトン除去後改善。ミトン内部が破 立場で介護計画を見直す必要がある。
れ、ほつれた糸の束があった。除去時は手には巻きついていなかった。
体位交換の為、訪室すると胃管を自己抜去していた。
日勤ナースからの申し送り情報で、胃管をいじっていることがあるとの事だった為、頻回の訪室を 確実な固定を行い、胃管に手が届かない工夫をする。
行っていたが、対応策が不十分であった。
体位交換の後、動脈ラインの接続が緩み出血。
体位交換など行った後は、ライン類などの確認を行う。
ラインの管理方法を理解する。
体位交換を行った歳、氷枕をしていたのに氷枕を動かさずに行っていたため、患者さんの頭部が 体位変換後に患者さんの身の回りを観察しなかった。
患者さんの身の回りを確認し、危険なことはないかをチェックする。
氷枕の金属に触れていた。その後、同職種者が発見し報告を受けた。
体位交換時、胃瘻ボタン手が引っかかり抜去してしまう
職員の認識不足
教育の徹底
体位交換時、酸素マスクがずれてしまった。苦しがっているところを看護師が発見。
体位交換後のマスク位置の確認ミス。硬縮のある患者の体位交換に工夫が必要だった。
体位交換後のマスク位置の確認。
体位交換時の確認を充分にせず、顔に氷枕の金具が当たっていることに気がつかなかった。2時 基本的看護の軽視の傾向あり。
病棟で検討していただく。
間後尿量測定時に顔に金具が当たって赤くなっているところを発見。潰瘍の形成などは見られな
かった。
体位交換時本来は右側臥位、仰臥位にしなければならなかったが 、むつ交換体交時、左側臥位 業務が始まる前に両チームの情報交換があり、患者の体交についても申し送りがあったにもかか 申し送りをきいた時にはチェックはもちろん、その患者にとって重要となる事柄については色をか
にしてしまい患者の呼吸状態が悪くなった。
わらず 体交時には意識してできていなく、行ってはならない向きにしてしまった。体交を行った看 えチェックしていく。聞いたことはその時だけに終わらないよう紙などにかいて誰かみてもわかるよ
護師２人共が気づくことができず、準夜勤帯の方が発見となった。申し送り時のみになってしまい、 うにしていく。
体交時にはいつも通り体交を行ってしまった。患者にとって生命にかかわることだったので申し送
りで聞いたことがせな生かせなく反省しています。
体位変換の為に訪室した際栄養チューブを自己抜去されている所を発見した。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
固定の強化。患者の状態名合わせた訪室回数の選択。
体位変換の時表皮剥離をさせてしまった。
観察不足
十分に気をつける
体位変換をしに行こうと訪問すると、ベッドと床頭台の間におちていた
事故発生の２日ほど前より患者は家に帰るという言動が聞かれており、行動が危ない状態だった 転落リスクのある患者には転落防止マットをひく。家人の協力を得る。家人不在時には対策をして
が転落の環境整備までできていなかった。転落の予測はできる状況であったが食事前であり対策 おく
が立てられなかった。
体位変換をしようとしてベッドサイドに行くとフィーディングチューブが抜けていた。
顔に手はいっていたが抜去動作はなかったので抑制をせずに様子を見ていた。
ミトンを使用する。
体位変換後より覚醒しモニターを外したり独り言あり。看護師がベッドサイドを離れた瞬間、血が 不動手袋を着用しておらずサーフロー挿入部を包帯で保護中であった
体動激しくなってきた際は不動手袋の使用を行っていればよかった
出てきたと訴える。訪床するとサーフローを自抜きしている所を発見する。
体位変換時，訪室すると枕元に栄養チューブが，抜けていた。
栄養チューブを自己抜去したと考えられる。
上肢の固定か、手袋を使用する。
体位変換時、胃ろうから栄養チューブが自然抜去されていたため、消化器外科医師に連絡、対処 観察不足。
頻回に訪室。
してもらう。
体位変換時、呼吸器よりシューッという音があり、蛇管に小さな亀裂発見し、回路交換施行する。 蛇管を繰り返し使用しているので、摩耗したと考える。
体位変換や呼吸器外す時は、蛇管を引っ張らないよう徹底する。呼吸器チェック時、又は訪室した
気道内圧・ＳｐＯ２低下なく、特に訴えなし。
時、異常音などにも留意し、破損の早期発見に努める。蛇管を手で触れてみてエア漏れがないか
確認する。
体位変換時にIHVのルート内に血液が逆流しているのに気付き看護師に報告する。ベッドの背板 IVHセット全体がカーテンの為見えにくい状態だった。
ベッドや点滴スタンド周辺の整理整頓。 ベッド柵はIVHラインが良く見えるようにベッドの中央に
にIVHフィルターが挟まれていてヒビが入っていた。フィルターを交換しAセットも交換。ヘパリン入り
セットする。 勤務終了時に点検を行う。
生食水で吸引するが血液逆流ない為当直医に連絡し再度閉塞除去試みるが効果なし。IVH抜去。
体位変換時に点滴ルートのたこ管のふたがはずれた。
体位変換時右肘腫脹を認めた。レントゲン撮影後の骨折していた。
体温表を作り変える際にインクレミン２ｍｌ ２×の指示を２ｍｌ×２と見違えて１回量２ｍｌと転記し
た。１週間後児の嘔吐が続くため主治医に量の変更ができないか相談した際に、量の間違いを指
摘される。その後、１回量を１ｍｌと訂正する。児の状態に変化はなかった。

点滴チューブの管理にいままで起きた事がなかった。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 ・一人で体位変換した。
通常内服薬の指示は×２と記載されていた。 ２×を×２と勘違いし、見間違えた。 指示欄に指
示の記載が沢山あり、欄外に小さな字で書かれていた。 児の状態からインクレミンが増量になっ
ていてもおかしくないという判断があった。 以前児が２ｍｌ内服していたため、指示を見たときに２
ｍｌと思い込んでしまった。
体外式ペースメーカー装着後、電池切れに気付かず、モニター波形を二段脈と判断し、数時間経 異常原因の誤り、患者状況確認不備
過してしまった。
体外衝撃波結石破砕術後、メガロシン２錠１×（朝） ３日間処方あり。患者管理可能と考え、内服 内服の自己管理に対する、入院時のアセスメント基準が曖昧である。 患者に対し、内服方法に
方法および看護師確認方法など、手順に沿って説明し、自己管理としたが、メガロシン４錠２×で ついて説明不足があった。 確認不足
内服してしまった。
体交枕を看護室に届けようとして歩行中転倒。BP159/97mmHg P90 意識レベル低下なし。吐気 数日前より歩行不安定であった。転倒の観察フローシートにてチェックは行なっていたが予期せぬ
(-) チアノーゼ(-) 医師に報告、様子観察の指示あり。
出来事であった。
体重の計測違いにより、除水量が不足した。
確認不足
体重増加が１００gしかないと思いながら除水計算していたら、リンス量３００ｍｌのところ１００ｍｌと 機械に入力した除水量と透析カードに記入された除水量が違う事に技師は気づいたが看護師に
記入してしまい計算。患者本人も除水計算して機械に入力していたが、開始のペアーである技師 は伝えず変更してしまった。体重チェックで計算したのも開始時も同じ看護師であった為発見でき
が透析カードに記入してある除水量と違う為誤計算した除水量に入力を変更してしまい気づかず なかった。前回の透析分のところを確認していなかった。
開始となった。透析終了後の体重測定時に体重が残っており計算間違いに気づく。体重は１００g
しか増えていなかった為、透析後体重は１００g増えて終了となった（基礎体重からは２００g残り）
体重増加に伴い、内服薬増量の指示が出た。1日量と1回量を勘違いして、投与した。
焦っていた（重傷者多数、他スタッフのフォローのため）。
体重測定のため、車椅子乗車介助し、他患と一緒に一列に並んでいた所、患者が１人で立ち上が ・見守りの不備 ・業務多忙 ・人員不足 ・患者の痴呆症状 ・スタッフ同士の話し合い不足
り右側に行こうとしてよろけ、頭部から打撲したところを看護師が発見した。腫脹は見られない。バ
イタル測定し、打撲箇所の確認後、自室搬送し、医師に報告。意識レベル変動見られず経過観察
とする。
体重測定を忘れた
業務手順の問題点
体動が活発。巡視時に胃管が抜けているのを発見する。
抑制が適正でなかった。
体動が激しい人であった。少し離れている間にバルーンの接続部を足ではさみ、はずしてしまっ 観察不足 医師が傍にいたので安心してしまっていた。
た。
体動が激しかったため、右上肢の抑制をしていたが抜管後体動が落ち着いたため抑制を解除し 観察不足 落ち着いたので安心してしまった。
た、とたんにＮＧーＴを自己抜去されてしまった。
体動が激しく、両上肢にミトン・抑制帯装着していたが､訪室するとＮＧチューブを自己抜去してい 体動が激しく､抑制していてもチューブに手が届く範囲だった｡また、片方の抑制帯がはずれていた
た。左手の抑制帯がはずれていた。ミトンは装着されていたが、緩んでいた｡
ため､有効な抑制ではなかった。頻回に訪室していたが、確認不足だった｡
体動が激しく危険であったのでナースステーションで抑制も実施し観察していたが他患者様の
ナースコールに対応している間に抑制を外し末梢静脈ラインを自己抜去していた。
体動が激しく体幹抑制、両上肢の抑制を行っていたがＮＧーＴを自己抜去されてしまった。
体動センサー使用、ベッド柵4本使用、頻回見回り実施中、滑り落ちた
体動の激しい患者さまであったので奥様に付いていていただき精神的慰安を図っていた。６時に
観察した床は変わりはなかったが配膳のためにうかがうと寝間着が尿汚染しており見ると腎盂カ
テーテルが抜けていた。

観察不足
観察不足（３０分毎に訪床していた）
トイレに行くよう再三促すも拒否
観察不足

点滴チューブのたこ管は閉鎖式になっているとおもつていたので業者に確認とる。
・複数での体位変換 ・看護手順どおり下になる肘関節を体幹から離し体位変換する。
医師と話し合い、内服薬の指示は薬品名、１日総量、１回量×回数と統一した。 体温表の指示欄
が狭いので、医師指示簿の使用を検討する。
機材管理の見直し、使用時には新しい電池に交換するよう取扱要綱に記載し周知
内服の自己管理について、手順検討中
観察フローシートのチェック項目を申し送りし、注意･観察を強化する。
手順遵守
夜間は技師と透析開始する事が多いので、機械に設定された除水量とカードの除水量が違う時
は看護師に確認するよう技師側へ伝えた。技師と開始する場合は除水計算を他の看護師に依頼
する。
指差呼称による指示確認
・見守りの徹底(必ずスタッフが付き添う) ・(患者)情報の共有

チェックリスとの作成
適正な抑制方法の検討
体動が激しい時は抑制も考えていく。 出来るだけラインを少なくするように医師と共に考える。
体動が激しかった患者様の傍を離れる時は、抑制させていただくか、他者に観察を依頼する。
頻回に訪室し、有効に抑制がされているか、確認する必要があった。また、抜去されないように
チューブの固定方法を考え､抑制されていてもチューブに手が届かないように工夫するべきであっ
た。
抑制を行っている患者様のそばを離れる時は抑制が緩くなっていないか確認する。
頻回に訪床し観察する。家族の方の協力をえて精神的慰安を図る。
家族に転倒の危険性を話しておく。ベッドへの拘束も。
カテーテルの固定をしっかり行う。患者様が手で触ることが出来ないようにカテーテルの位置を工
夫する。
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具体的内容
背景・要因
体動激しいためセデーションしていたが時々動かれるために両上肢の抑制もさせていただいてい 観察不足
た。６時頃からセデーション効果もあり、体動が見られなくなっていたため、傍を離れて他の業務を
行っていたところ自己抜管した。
体動激しかったため、四肢安全帯使用していた。ディプリバン投与にて体動静かになっていた。９ ３人の看護師のうち２人が他の業務のため不在となっていた。口腔ケア時患者の力でバイトブロッ
時３０分医師が口腔ケアを施行し、挿管チューブを再固定した。１０時３０分急に体動激しくなり、 ク破損していた為、医師の判断にて欠損歯の所に挿管チューブをはさみ、バイトブロックなしで固
人工呼吸器アラームが鳴り出した。すでに挿管チューブ５ｍｍ残し、噛み切っていた。
定されていた。
体動激しく抑制を実施。その後落ち着いたため退室した。その後巡回時に自己抜去するのを発
点滴の位置と抑制方法に問題はなかったか。
見。止血処理し医師に報告。再挿管する。
体動盛んな患者、点滴の三方活栓より接続がはずれシーツ汚染しているのに気がついた。異常な 点滴チューブ類設置手順確認
し。
体内（下肢）に針が遺残。術後のレントゲン写真で発見された。閉創前の針の確認をしていない。 確認不足
体内式ﾍﾟｰｽメーカー植込み術中に、心室リードが三尖弁または腱索に絡みつき操作不能となった リードが引っかかり抜去困難となったときにリードを回転させてしまったこと
ため心室リードを引っ張ったところ組織が巻き付いて取れた。また心室リード先端のアンカーが一
部外れた。臨床的には心室リードを新品に取り替えることで患者に対しては変化、影響はなかっ
た。
帯状庖疹の患者への抗ウイルス剤投与量を、点滴投与と経口投与を取り違えて予定470mgが
経口投与の基準量と点滴投与の基準量の取り違え
750mgとなった。輸液1000ml追加し、副作用の発現にはいたらなかった。
待合で２回目の声かけをしたら怒り出した
待合で声をかけてしまった
待合室から患者をフルネームで呼び入れたが名乗ってもらうと別人だった
高齢で難聴の為、目が合うと自分が呼ばれたと勘違いしたのか フルネームで呼びいれ、患者自
身に氏名を名乗ってもらうというルールを怠った。
袋に違う人のフィルムを入れた
うっかりミス
退院サマリー内に記載した次回受診日の日付を間違えた。
急いでおり、日付の確認が不十分であった。
退院された患者さまより「薬をもらっていないけど」と連絡が入った。処置室を確認すると袋に入っ チェックリストの活用ができていない。 準備者が統一できておらず責任の所在についても、活用
た状態で置いてあった。病院の敷地内からの電話であり、すぐに患者様には退院薬を渡した。ま されていないチェックリストにサインだけしてあった。
た返却しなければいけないレントゲンもそのまま残されており、次回の診察日に返却を行た。
退院された患者さんが渡された薬の中に一つ別のものが入っていると持ってこられた
三人退院患者の薬の形態が類似していた まとめて退院薬を余裕無く調剤したため一つが混入
し気が付かなかった 退院薬もダブルチェックすることになっているが朝一番忙しい時だった
退院されている患者様の転倒アセスメントシート、オムツ中止伝票などが病棟にあった。
退院時のチェック票による確認がされていなかった。また、Ｄｒのサイン待ちなどでそのまま未記入
になってしまうことが多い。
退院される患者様の退院証明書に看護師が記載する欄及び会計の記入が未記入のまま、退院 医師が渡す際に確認を行わなかった。
の説明時に医師より本人に渡された。入院誌を閉じる際に気がつき、医師と会計に再度記載して
もらい、次回外来受診時に患者様に証明書を渡すこととなった。
退院した患者様に食事が提供された。
病棟からの連絡が遅れ、行き違いになった。
退院した患者様の退院食事伝票を出し忘れてしまったため 翌日の朝と昼まで出てしまったこと。 退院した患者様の食事伝票を記入したかどうかの確認ができて いなかったこと。
退院しているにもかかわらず約２週間後から服用の定期薬が病棟にあがってきた。

薬局での退院連絡票の未処理、に起因するインシデント

退院での薬を調べる指示を別の患者の指示として出してしまった。
退院に向けて自己管理を実施していた。５日分各時間帯に分けておいたが、当日夕確認すると、
各時間帯の薬がそろっていないことを発見する。
退院のため伝票集計などをしていた。私物衣類の荷物を準備するため伝票を見るとコンテナ倉庫
の預かり数が６となっていた。それほどお預かりしていたとは思えなかったので焦ってしまった。
退院を控え退院処方薬と一緒に当日の薬を管理してしまい、後任の看護師へその旨申し送りをし
なかったため与薬されなかった。
退院会計用紙が２枚あり、違う患者のものを、担当患者の会計用紙と思い込み、違う患者の会計
用紙を、名前を確認せずに担当患者に渡す。患者は、支払いを済ませ、会計確認のために病棟
に訪れた際、会計用紙を確認したところ、別患者の会計用紙であったことが判明。すぐに上司に報
告。支払った分の差額を再度会計していただく。
退院患者に対して、退院時に渡すはずの処方薬を渡し忘れた。 後で気がつき、自宅へ薬を届け
た。
退院患者様の次回外来時採血が入っていたがＡＦＰをＡＦＤと記入していた。
退院患者様の食事を一日早く止めてしまい、退院当日の朝の食が 配膳されなかったこと。

同じ日にほぼ同時に入院した患者さんがいた為。
自己管理実施するため計画したが、高齢(８５歳）であり 理解できていなかった。

改善策
セデーションしていても動きの激しかった患者様の傍を離れる時は他者に観察を依頼して行く。
抑制がしっかりできているか確認して離れる。
歯が残っていればバイトブロックの使用は必要。 バイトブロック以外のマウスピースのような用具
の改良を考える。
抑制方法及び実施判断について再検討。 不審患者の管理について注意するよう申送り時に報
告しスタッフ全員で承知するよう指示
訪室時接続部分の確認。
手術室で対策を立てる
リード抜去時には回転させずそのまま抜去する。

病室には抗ウイルス剤の点滴用はおかないようにして、薬剤師を通して発注するようにした。
待合ではなく処置場に入って質問をすべきだと思いました
フルネームで呼びいれ、患者のもフルネームを名乗ってもらう
確認の徹底
記載等は、日付の確認を再度行う。
当日の担当者が準備物品を処置台に用意し、他ナースはさわらない。 チェックリストには実施を
確認して印を押す。 チェックリストの項目になかったレントゲンも返却についての項目を追加し
た。声だし確認を行っていく。
ルールどおり忙しくてもダブルチェックをする
退院時チェックリストの活用と各職員がマニュアルに沿った業務を行うように注意を促す。
看護師サイドでも確認を行うが、医師にも確認してから渡していただくように注意する。
急々な場合は、電話連絡で確認する。
退院日のリーダーは食事伝票の起票されているかどうかの確認 及び各部署に伝票が流れてい
るかどうかの確認をする。
先々まで定期薬を作っているのであれば患者連絡票が来た時点で全ての調剤薬を処分する作業
を徹底する。
名前の確認を行う。
年齢及び患者の状況を考え、自己管理実施する必要がある。

数字の間違いであった。正しくは、「６」ではなく「０」で、雑な記載であったため読み間違えてしまっ 患者様のものを紛失してしまったと勘違いしかねない。記入は正確にする。
た。
薬品管理方法、申送り時の伝達内容が欠落していた。
薬品管理、与薬準備の徹底、確認作業、ダブルチェックの励行
名前を確認せずに退院会計を渡してしまったため。

退院会計を渡す時に名前確認を患者と行えば防げた。また焦らずに深呼吸して、落ち着いていれ
ば、おこらなかった。

退院時手続きの確認ミス。 ダブルチェックを実施していなかった。

退院時の手続きについて、チェックシートを活用。 ダブルチェックの励行。 確認作業の徹底。

ケアレスミス
確認を充分する。
事前に電話連絡にて指示があり、食事変更表に書き込まれていたが日付を勘違いしてしまったこ 食事変更表の栄養課への持込時限をルール化する。
と。
退院患者様の名前を間違え、他の患者様を退院扱いしてしまったために、入院している患者様の 電話連絡の聞き間違え
電話連絡のみではなく、文書に夜連絡も行なったほうが良いのではないか。検討したい。
食事を用意していなかった。 その患者様には、退院した患者様の分を回してもらった。
退院許可が出て舞い上がり、トイレへ行こうとしてベッドからずり落ちた。けがや痛みはなかった。 認知障害がある患者の対策に苦慮している。人的・物的にも限度がある
靴をはくときは呼んでもらう。
退院後、紹介状が他施設に郵送された。
当初紹介予定宛に紹介状が記載されていたが、退院時に他施設に紹介することに変更になり新 退院時は原則として紹介状は持参してもらう。特殊な場合は誰が見ても分かるように表示してお
たに紹介状が記載されたが、前のものを処分しなかったため、退院後に確認不足により郵送され く。
てしまった。
退院後、訪問看護を行っている胃ろう挿入の患者宅を訪問し、つなぎ寝衣のファスナーをおろして 患者管理不十分。認識不十分。
なるべく２人での訪問看護を行い、チューブから目を離さずに観察できるようにして予防する。
処置していた。患者の様子をみていたが、軟膏等をとろうと、患者に背を向けた瞬間に胃ろう
チューブを自己抜去していた。再挿入の為、受診が必要で入院することとなった。
退院後のベット掃除のとき２２Ｇの注射針がベット柵のところに落ちていた。
不注意。
時々退院後の掃除の際にみつける。と看護助手よりあり。注意が必要。
退院後の外来受診の予約表に時間の記載が抜けていたため、書いてある字からある医師の事だ 思い込みと確認不足
患者自身に説明し確認する。
と思い込み、その医師の外来を予約してしまった。後から、違う医師の事だと判明し再度予約を取
り直し自宅に連絡した。
退院後の患者の就寝前の内服薬が残っていた（詰め所管理）患者の自宅に連絡し送付した。
退院時管理薬の点検を怠った
退院時のチェックを徹底
退院後リハビリを受ける場合、医師の診察に入らなければいけないのだが、医師のいない日に来 脳出血後の患者に対し、口頭でだけ説明し、退院後の流れを記した用紙等は渡していない。
口頭説明と共に説明用紙を渡す等。退院にあたっての流れのフローチャート等を作成する。
院してしまった。理学療法士は退院前に医師の診察に入るように患者へは伝えていたが、患者は
そのようなことは聞いていないと言っていて、結局、理学療法士より説明して後日来てもらう事に
なった。
退院後外来診察を受けてる患者の外来カルテを紛失。病棟・医局・診療録管理室・外来は２回以 コンピュータ管理してることを把握し切れてない職員がいる。コンピューターは道具なので取り扱う 診療録管理室内職員に指導。どこかの委員会で診療録の貸出先変更時は診療録管理室に連絡
上チェック、医師にも確認したが不明。コンピューターでは返却したことになってる。
人が登録しないと意味がない。職員は持っていく、違う所で作業する等報告。
するよう説明予定。何処を探しても見つからない、今回の事例を教訓に、より管理を強化。
退院後初めての診察でアムロジン(5)がアムロジン(2.5)に変更になっていたが、処方箋の入力が 確認不足
退院後初めての診察時にはカルテとの照合だけでなく、退院後の処方とも比べる。
アムロジン(5)のままになっていた。薬局でその事に気づかずアムロジン(5)を調剤、投薬してしまっ
た。1ヵ月後の診察の時、別の薬剤師によって発覚する。
退院指導していたところ母親に在胎週数が間違っていることを指摘される。婦人科病棟からの申 確認業務の徹底
十分な確認をする。
し送り用紙記載時間違えた。
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具体的内容
退院指導時にその患者A氏の診察券を渡す。その後も何度か追加説明で訪床した際、同時進行
で転棟準備をしていたB患者の診察券を渡してしまったようす。A氏が外来受診に訪れ診察券を使
用した際、間違った診察券であったことが発覚する。
退院時、残薬（メイアクト）の渡し忘れがあったことに気付いた。メイアクト３Ｐを退院時の朝のみ服
用、郵送して到着後より内服することとなった。
退院時、出生証明書を渡し忘れた。電話連絡後、後日とりにきてもらった。
退院時、追加になった本人希望の湿布とイソジンガーグルを渡しわすれてしまった。連絡し、郵送
した。

背景・要因
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

急な退院患者が多く、焦っていたのか、充分な確認ができていなかった。残薬をチェックしていた
のに見落とした。チェックしたつもりでいた。
確認不足
前日に患者様より湿布とイソジンガーグルの希望があった。Drへのメッセージには申し送られてい
たが、情報紙に申し送りがなく気がつかなかったため、投与し忘れてしまった。朝、薬剤の確認し
たが、入力が10時12分であり、分からなかった。
退院時、内服・診察券を渡すはずだったが、診察券のみを渡し、内服薬を渡すのを忘れ、電話をし 他のことに気を取られていた。 チェックリストが整備されていない。
て取りに来てもらうことになった。Nsステーションで通訳を交えての面談後で世間話なども交じり、
確認を怠った。残っている薬を他の看護師が発見した。
退院時、内服薬を渡し忘れた。内服管理表に眠前薬と記載。しかし退院チェックリストには頓服薬 確認不足・連携不足
がないことになっていた。（チェックリスト記載は当看護師）
退院時ＩＤカード・会計用紙・退院証明書・投薬車の残薬を渡し退院される。準夜勤務者が水薬の 処方箋の見落とし。ナースステーションに看護師がおらず、ダブルチェックすることができていな
残りがあることに気づいた。当事者の看護師が母親へ電話にて連絡し母親が翌日病院に来てくれ かった。家族が退院を急いでおり、慌てた。家族へ薬についての説明が十分にされていなかった。
ることとなった。
退院時に他の患者様の退院時処方薬を渡してしまった。
退院が３名あり姓名が似ていた。 退院処方の薬が３名分一緒に置いてあった。 業務が忙しく十
分な確認をしなかった。
退院時に退院薬を渡さずに帰られていた．朝食後にすぐに退院されており、日勤で気が付いたと 退院時に、持参薬や、次回受診日、診察券などの確認ができていなかった。
きはいらっしゃらなかった。
退院時に追加分の薬を渡し忘れた。 自室発覚後に自宅に持参し謝罪した。
指示箋の見落とし。複数枚ありそのうちの一枚を見落とした。
退院時に渡し忘れた。（土曜日） 自宅へ届けるのが月曜日になった。
急な退院で十分な確認が出来なかった。
退院時に渡し忘れた。（土曜日） 自宅へ届けるのが月曜日になった。

急な退院で十分な確認が出来なかった。

退院時に予約券を渡す際に、内科・産婦人科の診察の予定を記入し渡したが、内科は予約に入っ 予約券の意味を考え、予約の確認をしてから渡すと事と診察状況等も伝えることを忘れた．
ていないし、産婦人科は緊急手術で診察してもらえなかったと、遠路はるばる時間を守って見えた
方からクレームがあった。
退院時に褥婦に母子手帳と出生届を背説明して渡そうとした際、児の性別に記載がないことを発 未記入の部分がないか一つ一つ確認を行わなかった。 記入する際に、スタンプが押してある部
見した。その場で記載し渡した。
分は、押してあるものと安心してしまい確認をしなかった。 分娩後の記録が多く、複数の分娩が
10013
あった場合は記録が困難で間違えやすい。 書類の記入の注意事項や記入内容を分かりやすく
明記した見本が身近にない。 マニュアルがあるが活用されていない。
退院時指導で薬袋を交付した際、薬袋の患者氏名の漢字間違いを、患者本人から指摘された。 ・処方せんに記載された患者氏名が違っていた（医師の記入ミス）。それにしたがって薬袋を記入
した。 ・本来受け持ちの薬剤師が、薬袋の記名間違いなどもチャックする事となっているが、？朝
10014
一番の退院ということであわてていた？一包化の調剤のため、そちらのチェックに気をとられてい
たという理由から、氏名のチェックがもれてしまった。
退院時処方薬を渡し忘れた。
退院されるとき、チームリーダーが他の業務に追われ患者様に会えなかった。 受け持ち看護師
10015
は、すでに渡しているものと思い込み確認を怠った。
退院時内服薬が全て患者様に渡されていなかった。翌日、薬カレンダーを配っている時に昨日退 定期処方薬は本来1週間分の処方であり、今回定期処方日が休みのため2週間分処方されてい
10016 院された患者様の内服薬が１週間分そのまま残っていることに気がつく。患者様へ薬の渡し忘れ た。退院時お薬カレンダーに患者様の定期処方が残っていたことに受け持ち看護師、フリー業務
があったことを連絡し、再診時に取りに来て頂けるようになった。内服薬は再診日まではある。
看護師共に気がつかなかったと思われる。
10017 退院時薬が次回外来受診日まで不足していると家族から連絡がある。
入院時に服用していた残薬と外来受診までの日数の数え間違えであった。
退院時預かっていた持参薬（ドーフル散）を金庫に保管していたため返却を忘れてしまった。家族 確認不足。
10018
より電話あり判明した。
10019 退院者の転院先を記録していない為に、受付の対応がよくないとクレームあり。
退院簿の記入もれの問題
退院処方で、オイグルコン1錠朝前、を誤って朝食後の他の薬と一緒に分包してしまったが、監査
注意不足
10020
時に発見してもらった。
退院処方でジフルカン50mg4C 分2 14日分が処方されていたが、100mg規格のジフルカンを調 発生の原因としては、1回量が100mgとなるため問い合わせしようと考えたが、前回処方の履歴が
10021 剤して患者に渡してしまった。患者から服薬指導担当薬剤師へ電話があり、このことが発覚した。 あったためしなかった。しかし、100mgが頭に残っていたため100mgを調剤してしまったと考えられ
る。
退院処方で内服薬の２．７５ｍｇを１．７５ｍｇで与薬してしまい、９日間服用した後本人気づき、来 それぞれの部署での業務手順確認
10022
院採血し結果２．７５ｍｇ続行となる。
退院処方としてでていた緩下剤20錠を、退院時に渡していなかった。患者は便通が順調にあった ・主治医が退院時のオーダー一式（処方、次回受診日等）を出したあとに研修医が緩下剤の処方
ので、退院後20日経過した。再受診日に主治医に緩下剤をもらっていなかった事を伝え、始めて を追加した。 ・研修医が、オーダーを出した時はカルテに赤いシグナルをつけるが、この時につ
わかった。
けたかどうか不明。 ・リーダー看護師は、主治医のオーダーは受理していたが、研修医の追加
10023
オーダーに気づかなかった。 ・処方控がカルテに残るはずだが、今回はカルテに閉じられていな
かった。 ・処方が病棟に薬局から届き、受け取り、処理しているはずだが、発生時より時間がか
なり経過している為、記憶があいまいになりはっきり原因が不明である。
退院処方に、ナウゼリン坐薬が追加になっていることを患者が退院し、薬のリフト内を確認した時 坐薬が上がってきた時点で、患者の家に電話などし渡し忘れたことの対応をしなかった。 医師指
に渡していないことに気づく。カルテに指示は記入してあったが指示棒は立っていなかった。入力 示棒が立っていなかった。 １２日付けで処方されていた。
は１２日付けで入力されていたので確認できなかった。透析室の看護師に「嘔吐がひどければ明
10024 日電話してください。」と患者に説明したと聞き、坐薬を渡すのを明日まで待つことにした。退院して
３時間後ぐらいに、夫から「すごく吐いていてご飯が食べれない。坐薬があるって聞いたんですけ
どもらってない。どうせとりにいかなあかんのでしょ。」と言われる。嘔吐もひどいため救急受診す
ることとなり、その時に救急室に謝罪に行き坐薬をわたした。
退院処方の中の下剤「酸化マグネシウム」1包0.5gのものを調剤すべきところ、当直帯の薬剤師が ・当直帯での単独調剤で自己監査ができていなかった。 ・同じ製剤で複数の規格があることに起
10025 1包1ｇで調剤し払い出してしまった。患者はそのまま服用し、再入院時に病棟看護師により発見さ 因する間違い。
れた（服用したことによる影響はないものと判断された）。
退院処方の渡し忘れ
確認不足
10026
10012

改善策
重複して業務を抱えている場合などは申告し、協力や業務調整の依頼をする。また、業務の調整
役の者は、それぞれのスタッフの業務分量や動きを把握し調整する。
多数退院患者がいる場合、一人づつ与薬表と残薬を照らし合わせ、声出し確認し、ＩＤカードや退
院計画書などもチェックするよう指導。
チェックリスト（退院時の）を作成し、チェックしながら行う。
退院時、再度薬剤の入力欄の確認を行なう。情報紙にも記載する。
内服・会計を含めた退院時の対応を見直す必要がある。 内服については薬剤部の関わりを働き
かけていきたい。
・看護師の連携でダブルチェック
ダブルチェックする為に事前に準備をし、時間に余裕を持って仕事をする。家族へ内服について説
明を入院時から行い、家族にも退院処方に付いてもチェックしてもらえるようにする。
退院時処方分の薬の置き方を検討する。 リーダーだけでは処理能力に無理があるため、部屋持
ち看護師の協力を得る。
担当NSがきちんと最終確認を行う。
確認作業のついては慎重に行い、ダブルチェックの実施を指示
退院時のチェックリストが出来ているか、退院が近くなったらカルテに挟む等、徹底した改善策が
必要である。
退院時のチェックリストが出来ているか、退院が近くなったらカルテに挟む等、徹底した改善策が
必要である。
退院時に次回外来分の予約を確実にし、予約券１枚は患者様に、もう１枚は外来カルテに挟むよ
うにする。
出生証明書の記入例や注意事項を分かりやすく表示した見本『記載基準及び記入例』を2枚作成
し、1枚は分娩室、1枚は母子手帳置き場に配置する。 出生証明書を渡す際は、母子手帳と出生
証明書を照らし合わせて、患者様又は家人に一項目ずつ説明しながら一緒に内容を確認してもら
う。
調剤室では患者氏名の漢字誤りは確認しづらいため、病棟で処方せんを調剤室に送付する前
に、患者氏名・漢字間違いなどをチェックする事を要望した。
退院時の確認をチームリーダーと部屋持ち看護師でダブルチェックする。 患者様が退院される時
は必ずリーダーが家族と会い、渡し物等を再確認後見送る。
病棟にある薬剤管理をスタッフ全員がわかるように明示しておく
退院時チェックリストを活用し、患者と共に薬の確認をする。また、薬剤指導も併用する。
預かりの薬の保管方法を明確に記載し退院時申し送りを確実にする。
入退院簿に備考覧を設け転院先まで記入するとよい。
しっかり処方箋を見ること。分包時に再度確認する。
疑問を感じた処方については医師に連絡する。 複数規格ある医薬品については処方箋の規格
に印を入れ、注意が向くようにする。 処方の書き方に問題はないのか、処方箋は解り易い書き方
にすること。
指示受けサインの徹底、処方箋との確認。
・オーダー発生時のシステムを守るよう、医師に再確認。特に研修医には注意を促す。 ・処方（薬
が病棟にあがる）の整理をした時、処方控がなかったりした時は、オーダー控に戻り、確認していく
ことを徹底していく。 ・医師、看護師の連携がスムーズにいくよう声をかけ合い、良い人間関係を
つくっていく。
坐薬がリフトで上がってきた時点で、患者に電話し坐薬を渡し忘れたことを謝罪するべきであっ
た。 退院の前にカルテをチェックし、新しい指示がないか確認する。

自己監査の徹底

退院時には担当看護師に確認をし渡すものがないかを確認する 事前に患者にも退院処方につ
いて説明しておく
10027 退院処方を調剤した際、同種薬剤の規格間違いで調剤してしまった。
規格違いの薬調剤時の不注意。
規格違いの薬や、形の似ている薬の調剤の際の注意の徹底。
10028 退院処方入力時分２を分１で入力してしまい、病棟看護師より指摘あり発覚する。
業務手順確認
パソコン入力時の再確認の徹底。
退院証明書に告知していない患者様に対して『胃癌』であると記入し、渡してしまった。家族がそれ 看護師への伝達が不十分であった。 カルテに記載すべきところに記載がしてなかった。 主治医 カルテの記載を確実に行う。 告知の有無はスタッフ全員に伝わるようにしておく。 家族と告知に
10029 に気がつき、話さないで欲しいと家族からクレームがあった。しかし、入院前に患者様本人へは告 以外の医師が退院証明書を記入していた。
ついての内容を話し合い、カルテにその旨を記載しし、分かるようにしておく。
知はされており、家族だけが告知を行っていないと思っていたため、問題とはならなかった。
退院前の患者で内服1日分をケースに入れて患者の所へ置いていた。朝内服の確認をすると朝 内服管理方法の判断ミス
毎回与薬 服薬指導により写真や説明用紙を添付してわかりやすくする
10030
の分がなく前日の夕方に一緒に飲んだと聞かされる
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具体的内容
背景・要因
改善策
退院当日アルツハイマー型痴呆を合併する虚血性心疾患患者に、退院処方を薬剤師が午前中説 判断ミス。入院中の状態を観察しプランを検討する。
家族を含め協力体制を整えていく。
明し渡した。渡す際、情報を収集し病棟ナースと医師に本人に渡しても大丈夫か確認した所、大丈
夫と言われ渡した。昼分の薬を渡しに受け持ちナースが訪室すると、朝分を服用したことを忘れ退
院処方から飲もうとしているところを発見。
退院当日の眼科受診の受付を忘れてしまい、気がついて受付をしたが、退院時間が午後になって 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
他科受診ノートを見てもれなく業務を遂行する。
しまった。
退院日に外来受診した入院患者に院外処方箋を発行した
情報伝達の問題
退院日は入院処方箋でオーダーすることをアナウンスする
退院日に点滴指示あり。薬局から上がってきていなかったので、早く開始しようと思いカルテを見 低分子デキストランは、「２５０ｍｌ」しかないと思い込んでいた。
薬剤準備の時は、ダブルで確認する。
て施行した。 その後薬局から薬剤が上がってきて、「低分子デキストラン５００ｍｌ」の指示を間違
えて、「２５０ｍｌ」で施行したことに気づいた。
退院薬として処方されたインスリン製剤が持参薬と異なる規格と単位であったため、注射器にセッ 退院処方時に患者の持っている注射器との規格の確認を病棟で怠り、退院薬を処方した
インスリン製剤はさまざまな規格等があるため、看護師等から患者に直接説明を行った後、薬剤
トできなかった、と患者より報告された
の確認をして渡すことを検討中
退院薬処方の整理をしている時に袋が無い事に気づく。薬剤がきれた時に医師に全て処方しても 内服時薬の内容が全て備わっているか確認していなかった
薬剤が無くなった時には必ず次の分の処方箋があるかを確認してから処方箋を処方する
らったと思い処方箋を処分してしまった。次の処方箋も無く、新たに薬剤部から薬剤が上がってき
ていることも確認していなかった。朝の１回分内服できていなかった。
退院予定が本日であったが、昨日より状態が悪くなり、退院が延期になる可能性があった。そのた 退院患者が２人重なり、また受け持ち患者が熱発したりと忙しかった。
患者の退院の準備は、患者にわたす時に最終確認してからわたす。
め、退院の準備を一式準備した。しかし眠剤はカギ管理のため、患者に渡すときに準備しようと
思っていた。主治医より退院許可があり、本日退院可能となった。わたす時には眠剤のことは忘れ
ており、眠剤以外のものだけ渡して、退院してしまった。その後、カギを申し送る時に眠剤が残って
いることに気付き、患者に連絡しとりにきてもらうこととなった。
退室時にライン整理をして退室の患者だった末梢ラインも抜去予定の患者だったが、指示書注射 退室前に処置と透析の送りだしがあり、かなり急いでいたのと、指示書に末梢の指示がない時点 指示書と状況が違う時は必ず確認する
薬のところが白紙だったのを、まだ記載されていないものと思い込み、ドレーンとCVラインの抜去 で記載してないものと思い込んでしまった
のみ介助し、末梢はそのまま残して退室させてしまった
大きな音がし訪室すると、ベッドサイドに患者さまが倒れて横になり、「おーい、おーい」と言ってい 排泄のため、ポータブルトイレに移動しようとして、足が滑った。
頻回に訪室する。 環境整備をする。 ナースコールを押すよう、繰り返し説明する。
た。
大きな音がするため洗面所に行くと、尻もちをついて座っているのを発見。朝だと思い洗面所に来 歩行時フラツキあり、トイレ、洗面は介助するようになっていたが、ナースコールを押すことをよく理 看護師の観察しやすい部屋に移動する。離床センサーに設置、行動パターンの把握をし早めに対
たが暗くてふらついたと話される。
解されていなかったこと、遠慮があった。行動パターンの把握が不足していた。
応する。
大きな音にて､訪室ゆかに､座っていた。本人 転んだ と話される。経過観察
巡視体制
巡視体制強化。昼夜逆転傾向のため、日中は、車椅子乗車で覚醒させることとする。
大きな声と音と共に振り向くと当該利用者が右側臥位に転倒されている所を発見する。 ＢＰ１７０ 当該利用者が食堂から居室へ戻ろうとされた際に他利用者の方に話し掛けられ、その利用者が 以前は歩行も安定していたという事もあり、ほとんど見守りを行っていない状況であった為、食堂
／９０ Ｐ＝８４ 右目尻付近に発赤あり、右大腿、右脇腹に痛みあり、医師診察後 クーリング、 激怒され、当該利用者を突き飛ばし、転倒となった。当該利用者は歩行も安定していた為職員側 へ来られた時は見守りを行い、居室へ帰ろうとされた際には、廊下に出られるまでは付き添いを行
湿布貼用にて様子観察の指示を受ける。
も安心して、観察が足りなかったと思われる。
う。
大きな物音があつたので病室へ駆けつける。患者は、全裸で床に横たわってい。洋服をきる予定 不穏状態が発生してきていたが、対策を講じていなかった。
転倒転落チェックによる判断をする。
だったといっている。
大きな物音があり、清掃委託職員より転倒しているとの事ですぐに訪室するとベットサイドに仰臥 観察不足。
トイレ施行時、ナースコール指導。
位に倒れていた。トイレ行こうとしてめまいがして倒れたとの事。特に異常がないため経過観察と
なる。
大きな物音がし、掛けつけると利用者が灰皿と一緒に倒れていた。タバコを吸ってめまいがしたと 朝起きたばかりだったため、ふらつきがあったのだと考える。
喫煙室の利用時間を制限する。本人への指導。
のこと。
大きな物音がし、訪室すると患者がほぼ仰臥位でいた。ベッドサイドの椅子に坐ろうとして、点滴 高齢な為、筋力低下あり、ベッドサイドで排泄している患者であり、１人で不安な時はナースコール 病室をナースステーションの前の個室で、看護師も声掛けを何度もしていたにもかかわらず起きた
台またはベッドにつまづき、転んだ様子。レベルクリアであり、看護師１名の介助でベッドに移動。 するよう声掛けしていたが、高度の難聴のため理解されていないこともありうる。躓かないようベッ 事故。ベッドの位置を変えて、降りるスペースを広く確保するなどの対策をとった。
バイタル異常なし。前額部と右前腕に擦過傷あり、出血していた。医師・上司に報告。診察となり ド位置等に配慮すべきであった。
創部の処置・レントゲン撮影となったが異常なし。様子観察となった。
大きな物音がしたため訪室するとベッドから落ちて床に倒れこんでいた。バイタルに異常はなく、 痴呆・不隠行動が普段から見られていた。
うーご君を設置し訪室を頻回に行い観察していく。
医師に報告し診察して様子観察となる。
大きな物音がして見ると部屋の入り口で転倒していた。荷物を床頭台の上に載せようとしてこけ
患者状態把握
頻回な訪室、ナースコール指導。
た。
大きな物音がする為訪室するとベット柵を降ろし床へ横たわっているのを発見した。外傷なし Vs 物理的な環境や設備上の問題点。業務、労働体制上の問題点
ベット柵を下ろせないよう紐でベットと柵を固定し翌日家人に説明し同意を得る。再発予防の為当
異常なし 意識明瞭
日は処置室で休んで頂く。
大きな物音で病室に駆けつけると、ベッド脇に倒れていた。右頭頂部と肩を打ったと訴え、介助で 夜間巡視頻回に行なっていたのにもかかわらず不十分であった。
レベルが徐々に下がってきていたが日中はレク等に参加していた.予想困難なケースだが病棟内
臥床する。『何故ここに居るのかが分からなくなり、帰ろうとした』とのこと。BP151/101。意識クリ
でカンファレンスを開く。
アー。右頭頂部腫脹(+)。当直医報告。様子観察の指示あり。
大皿の魚のカレイをきざんで配膳したが、１皿足りなかった。
確認ミスです。
配膳車の近くで、自助器に盛り付けを仕直したが、確認がされていなかった。
大声があり訪室すると車椅子のペダルの間に身体が挟まって身動きが取れない状態で発見。直 建物の構造上観察が行き届かない
ストッパーのチェック、靴をしっかり履く、ズボンをきっちりはいて裾をだぶつかせないように、と
ちに介助者二人でベッドへ移乗し全身状態観察するも異常なし。
チェック項目を自覚していただく。
大声がしたので駆けつけると患者様Ａが患者様Ｂの両手を押さえ、Ｂ様の両目部分を押していた。 Ａ様の話では、洗面所前の柱に寄りかかっていたら、Ｂ様がどけと言いながら両手を上げてきたの Ｂ様には、通り道であること、また車椅子が通るには、幅が狭いことを伝え、他の場所を利用して
左目尻に５ｍｍぐらいのコブ状の内出血が見られる。夜勤ＮＳに報告する。
で抑えたと言う。Ａ様の押さえる力が強かった為、内出血になったと思われる。
いただく。
大声が聞こえるため、病室に駆けつけると、患者様の下半身が、ベットから落ちている状態であっ 観察が不十分だった。
ベット柵の位置を確認する。患者様には、ベット真中で休んでいただく。観察を十分に行う。
た。ＮＳを呼び、患者様をベットに上げる。足が不自由な患者様のため、ベットから落ちると危険で
あった。
大声で叫ぶ声がしたため訪室するとベッドより落ちかけているところを発見する。
自力で少し動ける患者様。ベッド柵はあるものの２点柵であり落ちるスペースがあった。
患者様の家族の同意を得てベッド柵を２点柵から４点柵とした。
大声にて訪室すると、ベット左側足元の床に座っているところを発見。本人 頭をぶつけた と話さ 巡視体制｡
ベット周囲の環境
床にたたみを敷いて休んでもらうこととした。
れる。前頭部発赤軽度
大腿の撮影時に（新規導入されたばかりの機器であった事もありシステムも完全に出来上がって 確認不足
入力時の確認
いないため氏名を手入力しなければならなかった。）氏名を間違えて入力してしまい、診療科より
指摘を受け氏名変更し再出力した。
大腿頚部骨折の患者さまで介達牽引であつたがベット柵を下ろし尿留置カテーテルもぬきとり床 患者さまの観察が不十分であつた。
転倒転落リストのチェックにそっての計画をする。
に横になっている。
大腿骨頚部骨折手術について、「輸血が必要になるかも知れません」と家族に医師が説明した
輸血オーダー伝票記載に関すること（ルール）の不徹底
医師に、正規のルートでオーダー伝票を記載するようお願いした。 受け持ち看護師は、手術患者
が、輸血オーダーの記載を怠った。手術のムンテルを同席した私は、その旨をリーダーに送る事を
の術前準備とチエックの徹底を再度指導した。
忘れてしまい手術室に患者さんを搬送した。手術室での送りの際、輸血が発注されていないことを
指摘された。
大腿骨頚部骨折術後の患者さん。４人がかりで車椅子に移乗し、昼食を家族が介助で食べさせて 安全な体位の工夫に配慮不足であった。
安全を優先に、計画を立案するよう指導した
くださった。途中、すわり直そうとした際、すべるようにずり落ちたと家族が報告してきた。打撲,痛み
はなし。
大腿骨頚部骨折術後の患者さん。ようやくサークル歩行が可能な状態で、痴呆もありＡＤＬ全般に 安全対策を考慮した介助方法の問題
患者さんの全身状態やレベルに応じた介助方法の再指導をした
介助が必要な状態。シャワー浴を介助で施行し、椅子から立ち上がり車椅子に移乗する際ふらつ
き、棚に頭と右肩をぶつけた。外傷，打撲なく経過観察となる。
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具体的内容
背景・要因
大腿骨頚部骨折術後の患者様。リハビリテーション室へ着いて酸素の残量が０であることにリハビ 酸素ボンベの残量を確認せずにリハビリテーション室に搬送した。 酸素ボンベの残量は、気付い
リテーション科の看護師が気付き、すぐに部署内の酸素につなぎ換えた。酸素飽和度が９０％に た看護師が次のボンベを請求するシステムだった。 スタッフ間に使用前に酸素ボンベの残量を
下がったが、すぐに９４％に戻る。
確認する習慣がなかった。
大腿骨骨折でスポンジ牽引中なのでバルンカテーテルを入れていた。 １：００ナースコールで訪 バルンカテーテルの違和感 看護師の説明不足
室するとバルンカテーテルを自己抜去されていた。バルンカテーテルはカフが膨らんだまま先端ま
で抜けている状態 出血があり消毒する。
大腿骨骨折術後6日目。準夜帯で外転枕が不快にて不穏状態であった。外転枕を外し後入眠した 便意があり、トイレに行こうとし外転枕がなく容易に、ベットから降りた様子。
ので経過観察とした。深夜帯、物音がして訪室ベットサイドに座り込んでいるところを発見する。
大腿骨骨折術後当日にて、ＳＢチューブ留置されて帰室。チューブ内が血液で凝固しないように、 ドレーン管理では、挿入部位は確認していたが、チューブの接続部位までは確認できていなかっ
ミルキングしていた際、接続部位が外れた。
た。
大腸カメラの伝票に、抗凝固剤使用に「無」のチェックがされていたが、ロコナールとエパデール服 医師が外来で大腸カメラを決めたときに、内服薬を確認せずに抗凝固剤の有無をチェックしてし
用中だったため、ポリープあっても内視鏡の検査のみであることを患者様に説明する。
まったか、見間違った。
大腸カメラ使用後、流し内に置いてあった、2本のファイバーのうち、1本を予備洗浄し、洗浄機に 流しに置いてあるファイバーには、防水キャップがついているものとの思いこみがあったと思わ
かけたが、防水キャップのついていないことに気づかず、防水キャップなしで洗浄し、故障を来し れ、確認を怠った。
た。
大腸カメラ前、注射のグルカゴンを準備しようと溶解液を吸ったところで医師より声をかけられ、患 自分の精神的肉体的疲労。一人勤務だった。することが多く対応におわれいた。
者の血圧を測定したり患者対応した。その後薬をとかしたものと思い溶解液だけ筋注してしまっ
た。施行後溶解してないことに気づきもう一度注射させてもらった。
大腸がんのOP予定の患者の前処置である内服薬エリーテン１T、マグコロール１００ｇを内服を忘 勤務の引継ぎ時にチェック表による情報交換が漏れた。術前オリエンテーションがどのように患者
れた。深夜3時に発見し6時に担当医報告した。石鹸浣腸し、排液の状態により予定通りOPができ が理解されたかの確認が足りなかった。 当日は、入院・検査など予定外の処置が多く組まれた。
た。
大腸ガン術後１５年（２回目からは１０年）フォロー中の患者さんで、現在降圧剤のノルバスク（５）Ｔ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
内服中であったが、オーダリングシステム導入時に、ノルバデックス １Ｔ（抗エストロゲン剤）を間
違えて処方
大腸の術前指示ラキソベロンを21時に内服予定だったが、次の日にペースメカー挿入のため、医 指示書の確認、指示変更時の看護ワークシートへの記入ができていなかった。
師と協議しペースメカー挿入後にラキソベロンを与薬しようとした。ペースメカー挿入後、夕より飲
水可なので与薬をする訳だったのを忘れた。大腸OP3日前であり医師に確認その分は服用しない
でよいことになる。
大腸ファイバーを受ける患者の当日の朝に食事を配り、患者が食べてしまったため検査が延期と ・業務中断時の注意喚起方法エラー ・前勤務者との連携不足
なった。 前日に受け持ち、医師の指示を受けたが業務中断のため忘れてしまい、食事伝票の処
理をせずに患者にも説明をしていなかった。
大腸ファイバー検査が２日後に延期され、腹部エコー検査が１日早められたことを確認できておら 担当医の指示を確認できていなかった。
ず、患者様に絶食等の説明ができておらず、その結果水分摂取後腹部エコーが実施された。
大腸ファィバー検査を予約した。前投薬の中、プルセニドを内服で投与すべきところを一行誤って 多くに薬品名の書いてある行列から一つ選ぶときに、一行誤ってマークしてしまう危険性がある。
サトラックス坐薬をマークしてしまった。プルセニドを投与しているものと思い込み、内服指示を与
えてしまっていた。薬局などでも気づかれず、結局患者様自身がそれだけを使わずニフレックスの
みで検査を受けられ、無事終了した。
大腸ファイバー施行のため前処置開始。しかし前処置開始後ファイバー施行医師が病棟の患者 ファイバー施行医師の代行者はなく看護師の説明はあったものの結果として延期となった。
様の処置（後急変し救命処置を行う）が必要となり開始時間を遅らせる。しかし救命処置が長引き
患者様の申し出により大腸ファイバー検査は延期となる。
大腸ファイバー終了後病室に戻った患者が内視鏡室でした点滴の名前が違ったといった（内容は 使わなかった前の患者のラベルが残っていた、確認不足
あっている）。
大腸ポリープの前注射施行時、指示確認書、カルテを見ずに申し送り書のみ見て準備。ドルミカム ドルミカム、アタラックスなど重要な薬であったのにカルテに戻ってしなかった。投薬時のマニュア
記載あったためダブルチェックし施行。その後記載があったのが気になり医師に確認。実際は違っ ルを守れていなかった。
ていたことが判明。
大腸ポリープの内視鏡的切除目的で入院となった患者のポリペクトミーを施行していたが、紹介元 入院時より本患者のレポートには別患者の病変写真が添付されており、主治医、手術担当医が
のレポートに記載された部に貼付の写真と同形態の病変が発見されず、病変を探すのに時間を 気づかなかった。なお、添付写真にはローマ字で氏名が記載されているが、小さい文字で確認し
要した。レポート自体は本患者のものであったが、添付写真が他の患者のものであることに気づ づらい。
いた。レポートに記載されていた病変を切除し、治療自体は合併症なく終了した。
大腸ポリペクトミー時に開封時に破損した対極板を貼付。他の看護師によって発見される。
開封時のミス。製品の確認不足。
大腸癌の患者様のＣＴ検査にて造影剤を左橈側皮静脈より穿刺し逆血を確認し、少量注入し痛み 血管の選定を誤った。
腫脹などなかったので、器械にて急速に注入したところ、しばらくして腫脹認め、抜針し、Ｄｒにて右
中手静脈より穿刺し、造影剤を注射し造影した。
大腸検査と腹部超音波検査の指示があったが、腹部超音波検査の指示が読みにくく小さく書かれ 検査指示の書き方の統一した、記載手順がない。 見やすい字で記載していなかった。 確認不
ていて、見逃してしまった。
足。
大腸造影の前処置。前日夜にラキソベロン1本に水２００ｍｌ内服の指示あったが、前日にラキソベ 大腸造影のマニュアルがない。 確認、チェックの仕組みの問題。
ロンのみ1本内服させ、翌日（検査当日）も ラキソベロン1本に水２００ｍｌを内服させた。
大腸内視鏡検査で直腸からS状結腸への移行部に穿孔を起こした。
・検査の適応を慎重にする。
大腸内視鏡検査の前処置として、検査前日に注腸食に変更しなければならなかったのに、チェッ 医師が記入した内視鏡検査の伝票を、検査伝票ボックスに入れた看護師がチェックリストを作成
クリストが準備されていなかたため、前日に指示箋を確認した遅番看護師Ａ、当直看護師Ｂ、当日 して、温度表にはさんでおくという原則が守られず、チェックリストが作成されていなかった。そのた
指示箋を確認した日勤の担当看護師Ｃ、総合リーダーの看護師Ｄの４人ともが指示箋を見落とし、 め、患者に対する検査説明もされていなかった。通常チェックリストをもとに、検査準備をしていく
注腸食が出されなかった。翌日の検査をチェックしていた看護師Ｅが内視鏡の伝票を確認してい ので、チェックリストがないため、検査に対する看護師の意識が薄かった。事故当日の担当看護
て、チェックリストがないことから、食事内容を看護師Ｃに確認し、注腸食が出されていないことに 師は、新入職員だったため、指示箋確認や検査準備、リーダー業務に不慣れだった。当日は病棟
気付いた。当日患者は、腹部ＣＴのため、朝食を摂取しておらず、昼食摂取前に気付いたため、検 患者急変等で、総合リーダーに余裕がなく、指示箋の確認が十分にできなくなった。現在指示箋
査に支障は出なかった。
が２通りあること。内科用と外科用の２種類あり、とくに外科用は検査欄でないところに検査の指
示がかかれていることがあり、確認作業が難しい。
大腸内視鏡検査を控えた患者さんに下剤の指示が出た。指示書にラキソベロンは検査当日の朝 ・疑問に思った時、他の看護師に確認し医師に確認をしていないで実施している。 ・それぞれの
と書かれていたが、自信がなく他の看護師に確認したところ通常は検査前夜であると言われ前夜 下剤の作用や作用時間が分かっていない。
にラキソベロンを与薬した。検査当日ニフレックを溶解する際、処方箋が目に入りプルゼニドが就
前投与、ラキソベロンが朝と明記してあることに気付いた。
大塚糖液５％250mlにパクリタキセル18ml注入しなければいけないところ４Vに気をとられ全量
注射箋に記入してあったが見落とした。通常は20ml注射器で準備するところ10ml注射器につめて
20ml注入してしまったが、すぐに気づき患者には実施しなかった。改めてミキシングをした。
慌ててしまった。
大動脈人工血管置換術の緊急手術の患者、状態安定し病棟転出となった。日中患者が家族に電 緊急手術でＩＣＵから一般病棟に移動し、不安が強く一人で心細かったと思われる。患者背景か
話をかけたが不在であった為、留守番メッセージを残した。夕方になっても連絡が無い為、もう一 ら、ナース側も家族の面会の情報などＩＣＵと連携を持つ必要があった。 電話交換手が、自分の
度家族へ連絡すると、家族は、病院に電話をかけたところＩＣＵに滞在中なので電話は取り次げな 自己判断で電話の対応をしない院内の、決まりがあるが、その当日の詳細が不明である。それぞ
いと断られたとの事だった。なぜそんなことに、なるのか病院の対応の不味さにひどく憤慨された。 れ役割の中での責任の所在をはっきりするべきである。
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改善策
酸素ボンベの残量チェックと次の請求をする業務を早出の業務とする。 早出が救急カートを確認
しチェックリストを確認する項目に酸素を追加した。 酸素ボンベを使用する前に残量を確認する
ように、師長からスタッフに周知徹底を図った。
不穏状態で再度抜かれる危険性があるため、バルンカテーテルは挿入せず、オムツ交換をする。
バルンカテーテル挿入の必要性について再検討の必要がある
不穏状態であり、入眠状態であっても患者の行動が察知できる対策を講じる必要があった。（マッ
タ君など）
整形外科ではドレーン管理は重要であり、挿入部位だけでなく、接続部位などのドレーン管理観察
項目の見直しを行う。
医師がカメラのオーダーをする時は、必ず内服薬の確認をすること。
確認を2重、3重に行い、多忙の際にも、落ち着いて、慎重に機器を扱うことを心がける。
注射液の準備の途中で声をかけられても最後までつくる。 できるだけ看護師２人でつけるように
する。
術前オリエンテーションがどのように患者が理解されたかの確認、IC。 勤務の引継ぎ時にチェッ
ク表による情報交換をしっかり行う。 医師との業務調整をする。
単純ミスだが、薬剤師の目を通して処方箋発行する
指示変更時の指示書および看護ワークシートへの記入をその場で行う。患者様へ説明する。

・業務中断時は中断させた業務終了後の元の業務が喚起できる方法を工夫する。 ・前勤務者と
の連携により漏れ防止につながる。
従来の手順の再徹底と当院で活用しているホワイトボードや検査カードの確認の徹底。 （オーダ
リングの導入予定は今のところなし）
頻用する薬やペアーで投与する薬については伝票上、工夫された方がよい。それだけでこの種の
ミスは減少すると考える。
病棟患者の処置を行う医師のバックアップ体制の確立。
患者とラベルを確認する
薬品投与時はマニュアルに従い確認を行う
受付時、フィルム等に漢字で名前を記入する。電子カルテ対応として写真をスキャナーで取り込
む。このことについて関連部署で検討する。
手順の優先順位の確認。対極板の意義を再確認し、注意を徹底。
造影剤注入の際は、血管を慎重に、よく選定する。
指示記載方法の統一化。 確認徹底。
検査手順のマニュアル作成と周知、徹底。 チェックリストの作成。
80才以上では患者、家族にリスクの高い検査であることを充分に説明する。
内視鏡伝票処理に伴うルールを必ず守る。指示箋を確認する看護師は、点滴だけでなく食事や検
査欄も確認する。指示箋の統一。

・必ず医師の指示の基実施し、疑問に思うことは必ず経験のある医師に確認をとる。 ・使用する
薬剤においては取り扱い説明書を必ず熟知し指示実施に当たる。
ダブルチェックが、入っていなかった。詰める前に1度見てもらって、詰めた後に量を確認してから
混入する。いつも使用する注射器のサイズで準備する。
緊急手術でＩＣＵから一般病棟に移動し、不安が強く一人で心細かったと思われる。患者背景か
ら、ナース側も家族の面会の情報などＩＣＵと連携を持ち、精神的ケアなどにも気を配る必要があっ
た。

具体的内容
背景・要因
改善策
大動脈人工血管置換術後、脳梗塞合併し左麻痺でリハビリ中、２日後には他の病院へ転院予定 健側つかまり坐位保持可能であったが、連日不眠で内服薬投与されていたが、効果は期待でき つかまり坐位保持でまだトレーニングして日も浅い場合は、患者の側を離れるのは早いと思われ
であった。前日尿カテーテルは抜去し、本日早朝尿意あり、車椅子トイレへ移動。その後、他の患 ず、やや精神面が不安定であった。
る。
10088
者からナースコールがあり、患者へ声をかけその場を離れた。物音と患者の声で訪れると患者が
便座より転落している所を発見する。
大動脈弁閉鎖不全の患者。自分で内服できるように、１日分の薬を看護師が配っていた。９日から ４回ワーファリンの指示が変更され、４枚の処方箋があった。 ４ｍｇに変更になった時点で、半錠 量が変更になった時は、前回の分を処分してから配薬ボックスに入れる。
ワーファリンが３．５ｍｇから４ｍｇに増量されていたが、配薬ボックスに４ｍｇの袋と０．５ｍｇの袋と の分を処分するべきであった。 配薬確認をしていたが、量を確認していなかった。
10089 があり、１３日までワーファリンが４．５ｍｇ与薬されていた。先の事実に、１３日の担当看護師が気
付く。血液データ上は異常なかった。１３日朝から、「目をこすった」と左眼結膜出血が見られる。
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10092

10093
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大部屋から個室に転室したばかりであった。12:25頃昼食摂取量を聞きに行く。その時点でのトイ ベッド柵を３点または４点にしておく必要があった。 マッタ君の置く位置の設定
レの希望はなし。12:45「助けて」と一声が聞こえ訪室すると床に仰臥位で倒れているのを発見。
ナースコールは近くにあったがマッタ君が足元になく位置がずれていた。ベッド柵は２点であった。

軽度の痴呆もあり部屋を変わった時点でナースコールの位置やベッド柵の位置を変えず同じにし
ておく必要があった。

脱衣所にて手引き誘導し歩行中に当該利用者が滑り支えきれずに尻もちをつかれる。 腕に内出 床が濡れていた為に足を滑らせ転倒された。
転倒を未然に防げるように対応し、誘導する。 床をこまめに拭く。
血あり、痛みなし、 湿布にて対応する。
脱衣所にて当該利用者の更衣介助をしていたところ、他利用者が浴室よりあがってこられ、その 職員同士の声かけ不足、見守り（観察不足）
見守り、声かけの徹底 関わっている利用者のそばから離れない。
場にいた職員に当該利用者をたのみ、他入所者の更衣にかかったが、当該利用者をたのんだ職
員には、当該利用者を頼んだ事が伝わっていなかったようで、当該利用者より離れていた。その
時ドスンという音がして当該利用者が車椅子より前のめりに転落しているのを発見。その場に３人
の職員が居たが、すべて他利用者にかかわっていた。 左前頭部打撲、腫脹あり、ＣＴ検査受けら
れる。異常なし、ベット臥床、クーリングにて対応
単純３DCTの指示があったが、造影剤使用と思い込み準備をすすめ、事前に入力画面がいつもと 脳外科指示の３DCTは造影剤使用で血管の診断だと思い込んだ。
病名に対する指示を理解する。確認の徹底。
違うので確認すると造影剤不要だった。
担当でない患者の気管支鏡のオーダーを依頼されて入力。名字しか確認せずに同姓の他患者で 確認不足
担当患者のオーダーは自分で入力する．やむを得ず入力する場合には同姓同名患者がいること
オーダーした
を認識する
担当の看護師に、患者様は疲れているためふらつくので注意するよう言われていた。入浴も終わ 担当の看護師にふらつくから注意してといわれ、自分で注意をしていましたが一度立ち上がったと 物を側においてから実施し、目を離さないようにする。
り、脱衣所へバスタオルをとりに３歩進んだとき、患者様も一緒に立ち上がったのでそのまま座っ きに話を理解して座ってくれたと思いました。一人で行動するとは思いませんでした。何が起こる
ているようにいうと、すぐ座ってくれましたがまた私が動き始めたときに患者様も立ち上がり、尻も かわからないので、もっと注意をしなくてはいけないと思いました。
ちをつくように転倒してしまいました。その後すぐに担当の看護師に転倒したことを報告し、すぐ見
てもらいました。
担当以外の患者の点滴を依頼をされた。この時他の患者の点滴も一緒に持って行き、間違って点 点滴注射のマニュアルがなぜ徹底されないのか 思い込みによる医療事故の歯止めの仕組み 点滴実行時に確認したとわかるようにボトルの名前のところを囲むようにマジックペンで丸印をつ
滴台に違う患者の点滴を準備してしまった。別の看護師が1本目が終了したので間違って準備さ
ける。
れたその点滴を名前をよく確認せずそのまま接続してしまった。別の点滴準備をしている時に、注
射内容が違っていたことに気がついた。
担当医が常用施行の注射に追加注射と輸液の指示を出したが、追加の注射と輸液のみを施行。 情報の伝達、チェック、指示書記載の問題点
口頭指示の場合は、メモを執り、復唱確認。医師指示書の記載徹底。
２日後に担当医が気づき、再度追加指示。
担当医より至急採血の指示がでて採血。結果が出次第説明することを伝えお待ちいただく。他の マニュアルの不徹底。カルテに結果待ちの札をつけなかったことが原因である。
マニュアル徹底の確認を行った。
患者様の採血や点滴を行い他のスタッフに申し送りを行った後休憩に入る。その間、担当医より
再度来院する旨伝えられていた。
担当医師より医師指示表を見せられ「手術前に検尿をして下膳中に結果が出るようにして欲しい」 検体ラベルを出力する再にすでにラベルは出力したとオーダー上表示があったにもかかわらず、 夜勤の看護師に確認を行う。 検査を行った看護師に実施のサインをするよう指導する。 オー
と指示を受けた。指示表には受者にはサインがあったが施行者の欄にはサインがなかったため、 夜勤の看護師に確認もせず、ラベルを当事者自ら出力し採尿を行った。 患者様に検尿について ダー上で特別な表示が出たときは他の誰かに確認をする。
患者様は検尿していないと思い込んだ。採尿後検査室へ提出するが検査室から「すでに検体が提 説明するも、患者様は２回目だという思いもなく、質問なども行わなかった。 本来採尿を行った看
出されているがもう一度行うのか」と問い合わせがあり発見した。
護師が医師指示表に実施のサインをいなかった。
担当患者に、27日入力、29日からの内服として不適切な薬剤（ムコダイン）が処方されていた。当 当事者が画面を開いて、画面を開いている間に、誰かが（間違えて？いたずら？）当事者の担当 コンピューター画面から離れる時は、必ず画面を閉じる。 可能であれば、どの端末でどの時間帯
事者（私）は記憶になく、カルテにも記載がない。コンピューター上は、当事者が処方したことに
患者に処方を入力した？としか考えられない。
に処方入力されたのか、前後で誰のカルテが開かれていたのか知りたい。 当処方については、
なっている。28日に担当看護師からの確認で気付き、患者には投薬されていない。当事者の担当
28日に当事者自身が中止入力した。
患者でこのときにこの薬剤が必要であった患者はいない。しかも、去痰剤を、翌々日からの内服指
示でオーダーすることは通常考えられない。
担当看護師が指示表に記入してあった点滴の指示を見落としており、準夜帯勤務の看護師が気 業務手順・ルール・チェックの仕組みの問題点
新人教育の徹底
がつくまで実施されていなかった。事実を主治医に報告し、直ちに実施したため特に患者に影響
はなかった
担当看護師が準備する返血時の薬剤を、2種類あったのに1種類しか準備せず、返血に入った看 配付時の確認不足。指示簿の確認不足。思い込み。
指示簿よくを確認する。配布時、経過表を良く見てチェックを行なう。
護師がダブルチェックで気付いた。
担当看護師与が休憩に入ったため、12時の血糖チェックをするよう申し送られグルテストセンサー 抜けにくかったならば鑷子やコッヘルを使用し防ぐべきであった。
マニュアルにもあるが手袋の着用、コッヘルなどの物品の活用を行う。
にて患者様に施行。値をチェックし記録、指示の確認を行った。その後、グルテストセンサーの針
を片付けようとした際に上手く抜けず、処理をしようとした時に自分の右第１指に針を刺してしまっ
た。
担当者から前日にA病棟へ朝一番で輸血を払い出すように依頼がされていたので病棟に電話を 電話をした矢先だったので思い込んでしまった。肝心な名前と病棟を確認しなかった。他の検査を 血液を払いだすときは必ず、病棟名・患者名・血液型・Lot番号・使用期限をすべて確認をしてから
かけ、他の検査をしていた。すると、すぐに「輸血をもらいに来ました」と看護師が輸血を取りに見 していたので慌てていた。休日であり、検査技師が一人だった。輸血を取りに行った看護師がどの 払い出す。血型用紙は必ず添付する。病棟から輸血を取りに行くときは、どの患者様のどの輸血
えたので２人で血型・Lot番号・使用期限を確認しあって手渡した。その後、A病棟の看護助手が 患者様の輸血を取りに行くのか分かっていなかった。
を取りに行くか把握してから取りにいくよう、前病棟に指導する。手術時に輸血が必要な場合は、
「A病棟の輸血をもらいに来ました。」と言われ、「今 持って行かれましたよ」と伝え病棟に帰っても
病棟へ輸血を持っていくのでなく、輸血部から直接手術室へ輸血を持っていくシステムへ変更す
らったが、すぐにやってきて「誰も輸血はもらっていません」と言われ、他の病棟に連絡するとすぐ
る。
分かり取りに行ってもらった。
端座位から車椅子への移動中、患者がベッド柵をつかんだためスムーズに移動できず、介助者が 移乗の介助の技術不足,患者が目覚めたばかりの状態で指示が入りにくかった
介助の動作は患者に説明をしながら一つ一つ確実に行う。
その手をはずそうとした際にバランスをくずし、介助者が支えきれずに2人でしりもちをついた
端座位で食事中、オーバーベッドテーブルに食器をかたずけようとして足が滑り転倒
身体運動機能の低下 危険認知機能の低下 行動パターンの把握が不十分 （床に座って食事 床にマットレスパッドを敷き、マッタ君を活用する
をする習慣がある）
端座位にて食事をしていたが食後に窓を閉めようと起立したが歩けず尻餅を付いて転倒した
食後座位をとってもらっていたが時間を見て観察すべきところ他の患者の世話で後回しになった 今後後回しにせず先に行う
端座位のまま入眠されておりベッド端からずり落ちておられるところを発見
支える小さなベッド柵が無いためストッパーがかからず ずり落ちた
３０センチぐらいのベッド柵があれば防ぐことができた
胆管にチューブでドレナージを行っていた。食事摂取後胆管炎、膵炎が再燃する。投薬から点滴 内服は中止、食事も絶飲食となっていた。しかし、食事はオーダー中止できており、指示カルテも 内服をフローシートでサインすることになっているので、その際、必ず確認。レベルが鮮明であって
に変更される。カルテ上は投薬変更されていたが、本人管理のカートの内服がひきあげておらず、 できていた。本人管理の投薬カートは確認できていなかった。レベルの鮮明で観察がたりなかっ も日勤では確認していく。カルテの処方箋の変更、指示簿、内服の再開・中止指示は確実にうけ
中止がなされていなかった
た。カルテチェックはできていたが本人への確認が足りず反省。医師との連絡も不十分であった可 る。カートの内服薬を中止分を回収する。リーダーが責任をもって指示うけする。
能性あり確認をおこたらずにしていく。
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具体的内容
胆管切開結石摘出術後6日目の患者で肝床部にJ-VACドレーンが挿入されていた。0時にナース
コールあり訪室すると床に尿がこぼれ、J-VACドレーン（スタンダード型リザーバー）のYコネクター
の接続がはずれ、はずれた先端が床にぶら下がっていた。本人に聞くと尿をしようと目が覚めた
がどうしてこうなったか分からない。とにかく尿をすることだけしか頭になかったとのこと。すぐ主治
10110
医に連絡し、当直医に抜いてもらうよう指示あり、当直医にて抜去される。
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背景・要因
改善策
・うつ病の既往があり眠前に向精神薬を内服しており、そのため尿意で目覚めたときドレーンのこ ・Yコネクターをテープで補強する。 ・夜間トイレ歩行時はナースコールを押してもらいNSが付き添
とが患者の頭になかった。 ・患者のベットの乗り降りから右側腹部から出ているドレーンを右ー左 う。 ・ドレーンが引っ張られないように固定の仕方を工夫する。また患者の登り降りにあわせベッ
側腹部まで固定しなおしていた為、元々短めのドレーンがさらに短くなっており患者の体動などに トの位置を考える。
より引っ張られやすい状況にあったため接続がはずれた。 ・使用前にドレーンがコネクターにしっ
かり差し込まれているか確認し、ゆるい場合はテープで巻いて補強するよう説明書に書かれてお
り、元々引っ張られやすい状況にある患者の場合あらかじめテープで補強の必要があった。 ・術
後2日目にはバルンカテーテル抜去しドレーンをつけたままトイレ歩行されており、今まで問題な
かったため大丈夫という看護師の思い込みがあった。
胆石の手術後、誤嚥性肺炎の為ICUに1泊された患者であった。痰の貯留を訴え吸引を希望され ・入院当初より個室を希望されていたが、個室が準備出来ずイライラされていた。 ・患者は興奮し 患者は興奮しており、患者の精神的安定のために家族（妻）に付添いを依頼した。
た。吸引は意識があるととても苦しいので、自分で排痰するよう声をかけていた。しかし、看護師が やすい性格であった。 ・患者は自分の言い分は通し、医療者の言葉は自分の都合のよいように
吸引する手技を見ており、看護師が傍にいない間に吸引器を自分にて使用していた。吸引ビンが 解釈していた
転落する危険性などがあり、その旨を本人に説明し、吸引ビンをはずした。すると本人が突然怒り
出し、看護師の手を力いっぱい引っ張り、腹部を強打され、患者の傍を離れようとすると、下肢に
て看護師の大腿をけった。興奮収まらず、ドレーン、点滴など関係なく動き回り危険であった為緊
急ナースコールにて応援を要請した。その後、興奮は収まったが看護師に対する不信感あり、病
棟を転棟することとなった。
胆石の術後で、点滴の総輸液量は2000ml/日であった。午前6時に2本目の点滴を更新。7時の点 ・患者がせん妄状態であり、胃管や腹部にドレーンが挿入されて おり、その為拘束中だったが、 ・点滴部位と拘束部位は重なりやすいため、頻回な観察を行う。 ・点滴挿入側にシーネを使用し
滴チェック時に予定量の滴下ではなかったため、滴下調整を行う。しかし、8時の点滴チェック時の 点滴挿入部の右上肢は拘束の紐 と重なっていた。 ・患者は夜間より、紐を外してほしいとの訴 固定を行う。 ・輸液更新後の点滴チェックは1時間空けるのではなく、15分後に 行う。 ・その患
際、点滴が全て空になっていた。1時間で440mlの過剰輸液となった。 患者のバイタルサインを測 えがあり、手首をよ く動かしていた。 ・看護師は手首の屈曲による滴下不良を予測できていな 者に関わるスタッフへの状況の申し継ぎと連携の強化を 図る。 ・せん妄状態の患者への適切な
定し、過剰輸液による影響はなかった。
かった。 ・点滴チェック時に滴下状態の観察は行っていたが、点滴挿入部 及び上肢の位置、患 点滴挿入部位など、医師側と連携 を図る。
者の体位などの観察が不十分であった。
胆石の仙痛発作で緊急室から外来外科に転送された患者。内科カルテに前回ブスコパンで気分 内科カルテの記事を見落とした。カルテ表紙の禁忌薬記入欄の記載がもれていた。外科カルテに カルテの患者情報を確認する。患者にも注射施行時は事前に毎回禁忌薬アレルギーの有無など
不快の記事あった。外科外来カルテにはブスコパン禁の記事記載はなかった。医師の診察後入 は上記の情報がもれていた。患者に禁忌薬、アレルギーの有無を確認しなかった。
確認する。情報を得た時点で速やかにカルテの記入欄に記載して周知徹底する。
院となり、病棟ベッド待ちの間点滴施行されていたが（緊急室で血管確保すみ）更新時、ブスコパ
ン入り点滴の指示あり。施行直後気分不快出現した。すぐに点滴交換し症状改善する。
胆嚢炎と肺炎の患者。安静を保つ目的と水分バランスチェックのために尿道カテーテルが挿入さ 患者はカテーテル挿入による違和感が我慢できなかった.医師と看護師は、患者に対してカテーテ 医師と看護師は、患者が納得し理解できる説明を行った後、尿道カテーテルを留置する。患者が
れていたが、看護師が訪室時、カテーテルが床にあるのを発見した。患者が自己抜去したもので ルの必要性を説明したが、患者が納得できる明確な理由がなかった。安静を保つためならば、床 尿道カテーテル挿入を拒否した場合、その患者の意思を尊重した対応を行う。尿道留置カテーテ
あった。
上排泄でも良いし、それで蓄尿をすることも可能であり、カテーテル挿入が絶対的に必要だったわ ルに対して、必要者の明確な基準を設ける。
けではない。医師と看護師は、患者の医師を尊重せず安易にカテーテルを挿入した。尿道カテー
テル挿入に対して、明確な基準がない。
蛋白定量の採尿の指示があったが、採尿の確認をせず蓄尿中の尿を廃棄してしまった。
採尿指示の確認を怠った為採尿できなかった。 ケアフローシートには採尿の項目にチェックはな ケアフローシートへの採尿の記入をする。 蓄尿シートの確認をする。検体置き場のスピッツの確
かったが、蓄尿のフローシートには蛋白定量とのコメントがあった。その確認をしなかった。 スピッ 認をする。
ツが検体置き場にあったがその確認をしなかった。
男性でヘルペスのため生食ＴＮ１００ｍｌとゾビラックス２５０ｍｇの点滴の指示がでていた。伝票に 当事者は、頭の中では生食ＴＮ１００ｍｌと思いながら２５０ｍｌを使用してしまった。本人の強い思い 注射および輸液準備する際のチエックを徹低していくこと。確認の過程を省略しないこと。昼休み
もそのように記載されていた。本当はゾビラックスを生食ＴＮ１００ｍｌに溶解すべきところ、生食２５ 込み、不注意が一番の原因である。また確認の過程をきちんとふんでないこと、指差し呼称をして の勤務体制を応援体制を検討する。
０ｍｌに溶解し点滴した。１０分後滴下確認を行う際に間違いに自分自身できがついた。すぐに主 なかった。それに、時間帯が昼休みで勤務者いなくて当事者が１人で対応しておりダブルチェック
治医に報告したところそのままでよいとの返事がありそのまま続行し終了した。
ができなかったことも要因と考えられる。
男性の高齢患者が車椅子から立ち上がっているところを発見。急いで駆け寄ったが臀部から転倒 ・この患者の転倒・転落歴がなかった。 ・昼食のためデイルームに誘導後、注意観察が足りな
・患者の状態観察 ・見守りの徹底
する。 車椅子へ乗車介助し、疼痛の有無を確認。左股関節痛あり、バイタル変化なし。担当医に かった。
報告し、整形受診しレントゲンでも骨折の所見なし。経過観察とする。
男性介助用トイレの便器とタンクの隙間に３つの錠剤が詰められているを看護助手が清掃中に発 服薬の確認が不十分であった。
きちんと嚥下したか、服薬の確認を徹底する。トイレが薬の捨て場所となる場合があるので清掃時
見する。一度口に入れたものを出したようで２錠は溶けかかっていた。
に注意する。服用後トイレに直行する患者様の行動は十分に注意する。
談話室にて食事された後シルバーカーで帰室途中、看護師が他の患者さんを車イスで後ろより付 多勢の患者さんをケア前に帰室していただかなくてはならないと思い焦りがあった。
後ろいる声かけとある程度の間隔をもってゆっくり歩いていく必要がある。
いていたところ間隔があまり無く前の患者さんが止まったのに気づくのが遅く右大腿部にフットレス
トが当たった。
談話室にて食事をしている患者で、朝食後朝の薬を服用せず、そのまま病室に持ち帰り日勤の 前回も夕の薬を病室に持ち帰っていたため、再度今回のことが起こるのは充分予測できていた。 必ず服用時確認する。
NSが病室に置いてあるのに気づき服用していないことがわかった。
談話室にて朝食を摂取し車イスですごしていた、大きな音がし訪室すると車イスごと床に転倒して 脳出血後リハビリ目的で入院する。18日にも車イスより転倒しておりその後、車イスにて過ごすと 車イスですごすときは、安全ベルトは装着しておくまた、日中はNSの目の届くところですごしてもら
いた「起きあがろうと思って」と話す左前額部打撲あり、車イスですごすとき安全ベルトを装着して きは安全ベルトを装着すると統一をしていた、しかし左半身麻痺があることを忘れ立ち上がったと う。
いた。
考える。
談話室にて夕食を摂取後、家人に会いに行こうとして車イスを自走しようとし車イスより滑り落ち臀 脳出血後遺症のリハビリ目的にて入院された当日の出来事であった。本人は自分で出来るという 家人に許可を得て、車イス移乗時安全ベルトを使用する。転室をする。
部をつく。
思い込みが強く、行動に移されるが出来ないことの方が多い。車イスを動かそうと思い滑ったと言
われる。
談話室にて夕食摂取中、立ち上がろうとして転倒したとのことを 他の患者様より連絡があり発見 下肢の筋力低下あり、痴呆あるため認識できず歩けると思い込み 立ち上がり転倒した。
職員の目が届く談話室にて食事摂取をし、日中は車椅子、臨床時には、臨床センサーを使用し見
した。
守る。
知識不足によりオーダーどおり配薬できずに内服させてしまった。
薬剤に対する知識不足。
院内で使用する薬剤教育を徹底する。
弛緩剤の誤投与
確認不十分
薬剤ラカラーベルの使用、薬剤内容の確認の徹底
痴呆、環境変化による不穏にて、ベッドサイドに付き添い事故防止に当たっていた。ナースコール 危険リスクが高かったにもかかわらず、ナースコールでその患者の側を 離れてしまった事はその メンバー同士の連絡を密にとったり、、患者の状態を把握し看護の優先順位を考える。
が重なり、対応の為、数分間患者の基を離れた時、末梢静脈ラインを抜去された。
重要性の認識不足であった。
痴呆・健忘があり、インスリン治療と疼痛に対する内服薬を服用している患者さんの転院に際し、 原因として、急な入退院、転院に伴う伝達エラーとされ、 ・個人では「手続きの確認」エラー ・病 ・個人では「手続きの確認をする。」・病棟では「入退院に際し、確認事項を表として病棟内に表示
インスリンと疼痛時の内服薬を渡し忘れ、また、転院サマリーにも薬剤について記載をしなかっ
棟では「入退院手続き手順の不徹底」 ・電子カルテシステムでは「急な入退院時に電子カルテへ する（緊急を要する際の手続き・手順に関してチェックリストを作成し表示する。）。」・電子カルテシ
た。そのため、転院先から問い合わせがあった。
の入力が後回しになる」が挙げられた。
ステムでは「入退院時に最低限必要な確認事項（投薬内容・病名・最終バイタルサイン等）に関し
て自動作成が出来るシステムをつくる。」が考えられた。
痴呆があったが、不穏行動もなく安静状態が続いていたので抑制等は実施していなかった。巡回 患者状態の確認不備、抑制実施判断に問題があったのではないか
抑制判断についてスタッフで検討。 監視体制の強化
時に自己抜去されているところを発見すでに止血されていた。医師に連絡し処置を行う。
痴呆があり、不穏行動がある患者であった。ＩＶＨ入っていたが、落ち着き無く抑制をしたりしてい 入眠中であったため、抑制などしなかった。体力はあり、歩行も出来る患者であったため抑制にも 抑制をなるべくする。 看護師の目の届く病室に置く。 頻繁に見回る。
た。家族が付いていたこともあり、抑制無く入眠していたが、ナースコールにて訪室するとＩＶＨルー 限界がある。
ト自己抜去していた。
痴呆がありナースコールで看護師に尿意を伝えることが困難な患者さんで、以前ベッドから転落し 痴呆のある患者さんで、ナースコールで尿意を訴えることができなかった。転倒・転落予防の計画 今後、夜間は３時間ごとにトイレに誘導し、患者さんのもとを離れるときは体動コールの電源が
たことがあった。そのためベッドではなく床に直接布団を敷き、体動コールを使用し一人で動いたと を立て実施していた。しかし、体動コールに頼っており、また新人を指導しながらの勤務だったた 入っているか確認するよう計画に追加した。
きはナースコールが鳴るようにしていた。２０：３０に車椅子から布団に移動した際、肩に体動コー め、新人や指導することを気にして体動コールの電源を入れ忘れた。
ルの紐をつけた。２２：００に入眠していることを確認、２３：３０巡回時、隣ベッドのベッドサイドで
座っているところを発見する。距離は寝ていた布団から５ｍほど離れていた。体動コールの紐は肩
についていたが、本体の電源が入っていなかった。患者さんは尿意があり既に失禁していた。発
見時「転んでいない」「膝は痛いですね」と話された。もともと床から自力で立ち上がることができな
く、発見後看護師介助で車椅子に乗車、トイレに行き、布団に戻る。起立動作以前と変わらず、痛
みはもともと膝に痛みがあり増強はなかった。皮膚も変化はなかった。
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具体的内容
痴呆があり徘徊する患者であったので、訪室は30分おきににしていたが、物音がしたため、訪室
すると、病室の扉まで出てきていた。すでに、ベッドサイドで転倒した様子で、頭部に裂傷があっ
た。
痴呆がある患者様の病室から、午前２時にモニターアラームが鳴り、駆けつけたところ、ドスンとい
う音がした。 ベットより転落していた。
痴呆がすすみ、不穏行動が見られ，前日もインサイトを自己抜去していたため，頻繁に訪室してい
た。インサイトはエラスコットで巻き，その上にネットをかけた･｡3分程場を離れた隙にインサイト自
己抜去した。その後、つなぎ服を着せ，処置室に移動し監視を強化した。
痴呆で、行動注意患者でしたが、巡回時に確認すると自己抜去していた。直ちに再挿入処置をし
た。
痴呆で不穏もあり手の抑制をしていたが、膀胱留置カテーテルを自己抜去する。
痴呆のあるかたのポータブルトイレに介助する。 排便の訴えあるもなかなかでない。摘便の準備
の為少しの間目を離す。 その時転倒していた。
痴呆のある患者で、対策はしていたが、自己抜去してしまった。
痴呆のある患者で手でいたずらするので、ミトンで抑制していた。家族が面会の時は、はずしてい
た。帰る時に声かけがなかった為に自由にしていた間に中心静脈チューブを自己抜去していた。

背景・要因
患者の年齢は98歳であり、体力的に安全は確保しにくい。危険性についての理解は困難。髭を剃
りに行くところだと看護師に話し、5時20分のできごととしては洗面に行くという行動はあり得るが、
時間的に何をしたいのかは予測が困難であった。
徘徊歴があったにもかかわらずベット柵２点だけで、家人付き添いもいるため大丈夫だろうという
思い込みがあった。
患者観察の甘さ

改善策
患者・家族へのオリエンテーション。希望があれば家族の協力を得る。

観察が不十分であった。抑制判断

抑制判断の再確認。

抑制していてももぞもぞ動かし知恵をつけてしまい抑制をはずす。
患者の状態をしっかりチェックしていなかった。

患者以上に工夫をする必要ある。
患者の安全について確認すべきであつた。

痴呆があり、不穏状態でもあった。
家族としっかり言葉がけを忘れている。

防止対策の見直し
面会が終了後にナースコールで連絡をもらうようにする。

ベット柵を４点とし、臨床センサーを装着するとともに 患者様の病室をﾅｰｽステーション近くに移
動し、観察強化を図った。
やむを得ず、つなぎ服着用，監視強化の徹底。

痴呆のある患者の点滴を点滴室の２番目のベットで行っていた。（端のベットがあいていなかった 複数の仕事を同時にしていた。スタッフが少なかった。
点滴室での転落防止について、リスクの高い患者さんは、端のベッドを優先して使用し、家人がい
ため）家人も一緒にいたため、横についてもらえるように説明した。隣の患者さんからナースコール
れば必ずついてもらうようにする。又、ベッドがあいておれば、もう一つベッドを引っ付けて使用す
があり、行くとその患者さんが敷布団ごとベッドの下に落ちていた。点滴ももれていた。その時、家
るなど
人はいなかった。
痴呆のある患者様が、ナースステーションのカウンター上にあった熱帯魚のえさを食べているとこ 痴呆がある患者様で食欲旺盛で目についたものは食べることが あり、注意したがカウンター上 異食行動のある患者様には、ありえないものでも口に入れてしまうことがあり、危険な物、食べ物
ろを発見したこと。
に置く事が問題である。
に見える等は手の届く所には 置かないように徹底する。
痴呆患者がＩＶＨ活栓を全開にしてしまったので、病棟で血糖を測定したところ、１３ｍｇ／ｄｌであっ 手技の問題か。測定チップの保存の問題か。納得いかない場合は静脈採血をすればよかった。 測定器の定期点検、測定チップの適正な保管、正しい測定方法の習得、おかしな値が出た場合
た。別の測定器でやり直すと、５４５であった。測定器を点検しても壊れていなかった。
は静脈採血をする。
痴呆患者が止血用アルコール綿とテープを異食。胃カメラ検査で判明。検査時に異物を取り出し 痴呆患者の異食行為への注意の問題点。
患者ベッドサイドへ家族等に注意を促す張り紙。スタッフへの伝達により注意徹底。
た。
痴呆患者であり、誰かに呼ばれたといって、院内を徘徊していた。
患者の精神状態の確認が不十分
ベットに確認器具(マッタくん)を設置。家族への状況説明。
痴呆症で社会的入院の患者が、廊下のワゴンに置いてあった他の患者が食べて下膳したトレイの 患者は社会的入院で身体的にはほとんど問題がないのに、医師は患者の食事を全粥にするよう 患者の身体状況に合った食事を提供するよう、看護師と医師は心がける。下膳用ワゴンの置き場
残飯を食べているのを、通りかかった看護助手が発見した。
指示を出した。看護師は、患者が身体上何も問題がなく食事摂取も良好にされていること、空腹を 所を変更することが望ましいが、施設上の都合で施行できていない。患者のいる階には、下膳用
訴えることが多いのにも関わらず、食事を常食にすることや間食の相談を医師に行わなかった。 ワゴンを置かず、他のフロアまで下膳する。
下膳用のワゴンが廊下に置きっぱなしになっていること。患者に痴呆症があり、空腹を我慢できな
かった。
痴呆症のある患者。物音がするので看護師が訪室したところ、ベッドの下で洗面器を枕に横に
患者は痴呆症があり、点滴挿入の必要性やルートを引っ張ってはいけないことを理解できなかっ 看護師は、自己抜去や転倒転落の危険性が高い患者には、必要時は抑制を行う。ただし、医師
なっている患者を発見した。自室の洗面所の水が出しっぱなしになっている、壁際のフットライトに た。看護師は、患者がそれ以前にも自己抜去や転倒転落をしているのに、抑制をしなかった。頻 の指示があり、家族の了解を得られる患者のみとする。センサーマットの導入。看護師の点滴調
水で濡らされたタオルが突っ込んである、などから患者が病室内を歩き回ったと思われるが詳細 回に訪室はしていた。センサーマット等の設備不足。日勤帯から点滴が遅れ気味で入っていて、 節技術の向上。
は不明。だが、ベッド柵ははずされておらず乗り越えたか、隙間から降りたとすいそくされる。ベッド 通常２２時にヘパリンロックをするのに、０時になっても終了していなかった。これは、看護師の滴
から歩き出した際、挿入されていたＩＶＨカテーテルが抜去してしまった。事故の発見は０時１０分。 下調節不備が原因。
２３時３０分の時点では、患者はよく眠っていた。
痴呆症のある患者が、車椅子に乗車して一人で自室で過ごしていたが、家族が来院したときに血 患者は痴呆症がありカテーテル挿入の必要性を理解することが出来ない。看護師間の情報交換 問題行動を起こす可能性がある患者を車椅子に乗せたまま一人で病室に置かない。できるだけ
まみれになっているのを発見した。家族に呼ばれて訪室した看護師が、ＩＶＨカテーテルが途中で が不足しており、患者がひとりで病室に居ることを他のスタッフは気づかなかった。問題行動を起 職員の目が届くところにいてもらうようにする。カンファレンスを通じて看護スタッフが患者の情報を
ちぎられていてそこから血液が流出しているのを発見した
こす可能性がある患者を車椅子に乗せたまま一人で病室に置いたこと。
共有する。
痴呆症状があり、ベッド柵4個使用していた。体動はさほどひどくなかったので抑制しなかった。他 患者の理解不足。危険性の予測が出来ていない。経時的な観察不足。
眠剤投与により、入眠されるようにする。危険性を考え、家族の承諾を得て抑制する
の患者の処置中物音があり、訪室するとベッド下に座り込んでいる患者を発見する。
痴呆症状があり、独語が続いていた。夜間は静かに睡眠中であったが ４：００訪室時ベッドの右 最近動きが出てきた時期なので危険であるという危機意識の不足 夜間点滴の必要性について バルンカテーテルの抜去 夜間点滴の中止 夜間眠剤使用にてぐっすり休ませる
下の床に休んである患者様を発見する 転落されたかどうかははっきりしないが打撲の跡は見ら の検討不足
れない。 この時点滴・バルンカテーテルを自己抜去されていた。
痴呆症状があり全裸でポーダブルトイレの前で据わっている所を発見する。
不穏傾向が夜間になると強くなる。情報の活用伝達が不足である。
入院病室を看護室に近い所にするべきであった。情報を生かすように対応すべきである。
痴呆症状が悪化した患者様の診察を終え、本人に聞かれたくない話の内容であったので、患者様 前年から娘さん夫婦、孫夫婦と同居のため引っ越してから痴呆症状進行。６月からお金に対する 痴呆があり、家族とのトラブル、自殺企図の患者様には目をはなしたり１人にしないよう注意する。
に中待合室に出てもらい、家族の方と話をしている１０分くらいの間に患者様が行方不明になっ
執着、物盗られ妄想、徘徊が見られ、デイケアの利用、アリセプトの利用、グラマリールも効果な チョロチョロした小さい孫には看護師が相手しないと患者さんの娘さんと診察医師の詳しい相談が
た。約１時間後付近の砂押川の土手を１人で歩いている患者様を発見。自殺をほのめかしている く、１０月から更に症状進行し１１月に入り電気コード等を持ち出し死にたいと言い出し娘さんに対 できないので、痴呆の患者様と孫を１人の看護師が同時に見ることは不可能。短時間であるが２
患者様だったので事故につながるところであった。
する言動も悪化、デイサービスも了解しなくなった。娘さんが心配して相談しにきた。患者様の診 人の看護師か準看護師が必要であったと思われます。
察を終えたあと娘さんは小さな孫も連れていたため娘さんと患者さんについて精神科受診などに
つき話をするのに患者様の前ではできない内容であったため中待合で患者様に待っていただこう
と思った。娘さんは小さいお孫さんを連れていたので孫も一緒に診察室に入ってもらったがチョロ
チョロと落ち着かない子どもなので診察室の看護師は孫の対応に追われてしまい、中待合にいた
患者様についての注意がおろそかになってしまった。１０分くらいの診察室での相談の後で中待合
にいたはずの患者様が消えていた。待合室、総合受付の前など病院の中を探したが見つからず
徘徊もしている患者様なので病院の外に行ったものと思われた。外来看護師も自家用車で病院
近辺を探しまわった結果、約１時間後砂押川の土手を１人で歩いている患者様を発見し無事保護
できた。
痴呆症状もある患者さま、眠れず眠剤希望にて追加与薬した。ベッドより転落した様子にて同室者 高齢であり、入院後間もないことより、ベッドより降りようとされる予測を立てておらず。
離床センサーの設置
より連絡あり。
痴呆性疾患病棟の朝の食事（パンの日）にビニールの中の乾燥剤が入っていた。気づいたスタッ 食事納入時、配膳時のチェック体制の問題
食事納入業者への通達指導
フが異食を懸念し回収した。パンが外注のものであった。
遅出で夕食の配膳時、同室患者の配膳を間違えて逆に配膳してしまった。母親に指摘され間違い 同室で向かい合わせであった。呼称確認を怠った。両方一度に配膳を行った。
一つ一つ配膳を行う。示唆呼称確認する。
に気が付くが、お互い少量摂取していた。両患者には謝罪をして、消化不良食患者のみ新しく調
理してもらい配膳する。
遅出の最終の見廻りを１８時３０分にして、最後に患者様を体交した。以前もルートを自己抜去し 本日は、よく手足を動かしているのを見ていたので、ルートの配置には注意していたが工夫が足り 抑制の手袋をしていたこともあったので、人手が足りなくなる時間帯は、やむを得ず抑制したりの
たため、ルートが本人の視覚に入らないように枕の下へ入れたが、１８時５０分頃準夜リーダーが なかった。
対応が必要。
見廻ると隣のベッドのＰｔよりＮＣあり、訪室するとルートを自己抜針していた。ルートは、麻痺のな
い右手上腕にあった。左半身麻痺あり。
遅出看護師が同姓患者の胃薬を自分のチームの患者と間違えて、準夜勤務者に渡した。準夜勤 遅出勤務者は同姓の患者であったため、自分のチームの患者と思い込んだ。準夜勤務者は処方 臨時処方もセット前であれば、セットする者と服薬させる両者でよく確認する習慣にする。
務者は処方箋と内服薬を確認したが、患者氏名をよく確認せず、１包受け取り患者に内服させて 箋は見せられたが、氏名をよく確認しなかった。また、患者に食欲がないということから内服に疑
しまった。
問をもたなかった。定期処方はセットの際にダブルチェックする。今回のケースは臨時処方であっ
たため、そのまま渡された。
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具体的内容
遅出看護師が入院患者様を迎えに行き、病室に案内し、日勤看護師に頼み休憩に入った。抗生
10156 剤指示があり、外来で施行してきたことを知らず実施した。遅出看護師が休憩から戻り、外来で済
んでいると言われたときは50mlほど注入されていた。医師に報告そのままして良いとのこと。
遅出業務で経管栄養の患者様のボトルと、内服薬をまとめて作り、患者様に他の患者様の精神
10157 科の処方が入った内服薬をNGから注入してしまった。
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背景・要因
遅出看護師が申し送りをしなかった。実施済みが分かるようになっていなかった。日勤看護師が
確認せず実施した。

改善策
必要事項は申送り、休憩に入る。確認してから実施する。

不穏の患者様がみえ、早くそちらに行かないとと慌てており、内服薬を注入する前にシリンジの名 まず、内服薬を注入する際は必ず名前を確認すること。忙しいときほど、確認が必要であるという
前を確認しなかった。
ことを忘れないようにする。また、薬剤は担当の看護師ができるだけ入れるようにおねがいするこ
と。
遅出勤務中、臨時の気管切開術（ＩＣＵ入室中）の器械だし担当になり、ＩＣＵ入り口まで患者を迎え 確認不十分。気管切開の前で、「早くしてあげないと」という焦りがあった。
緊急時に多数で事に当たる際には、お互いに声を掛け合い、注意深く、落ち着いて行動すること。
に行き、手術室へ移送した。手術用ベッドへの移送の際、シリンジポンプにつながれたカタボンＬＯ
ＷやＡライン等、数種ルートがあった。輸液ポンプからカタボンをはずそうと、ポンプのスイッチは
切ったが、ルート自体をクランプせずにはずし、全開で昇圧剤が一気に患者の体内に入り、血圧
が一時１６０ー９０に上昇した。麻酔医と自分が気付き、クランプし、医師の適切な処置により血圧
安定、手術も無事終了した。
遅番であり手術後の患者担当であった。全麻ＯＰが何件かありＯＰ室へ患者出しとＯＰ終了後の患 麻薬を扱っているという意識と注意力が不足していた。
今後は麻薬を扱っているという意識をしっかりもち分かりやすい場所に入れ（カルテポケット等）帰
者の迎えがほぼ同時にあり慌ただしくまた多忙であった。ＯＰ室で麻薬（フェンタネスト）の使用量と
室後は金庫の中へ入れるか可能なら薬局へ返納する。
残量の申し送り後落として破損するといけないと思い空アンプルの入ったケースをＸＰの袋の中へ
入れて帰室する。そのまま患者の処置に入りＸＰの袋も麻薬のケースも所定の場所に置かず。後
薬局より麻薬の返納がないとのＴＥＬあり定位置のＸＰ入れの中に患者のＸＰ袋とその中に麻薬の
ケースも発見する
遅番で出勤し昼の薬を準備していた時に薬のセットまちがいに気づく。前日は定期投薬の日で当 セットした時と次の日に投薬確認の時二重チェックもなされていなかった。
定期投薬日確実セットするよう集中する。投薬する時再確認、二重チェック。
日は薬が１週間分セットされる。その時点でイサロン分３の内服、昼の分全て１週間分朝定期分に
セットされ、朝にイサロン２錠服用するようになった。主治医にすぐ報告。胃薬だった為特に患者に
特変はなかった。
遅番の時間帯で救急車で来院された患者の受付を付き添いの方（関係不明）にしてもらったとこ 救急車に同乗してきた付き添いの方に受付をしてもらい、本人には確認しなかった。
保険証の提示や所持品で本人確認できるもので確認する。
ろ、次の日に入院の受付で家族より名前が違うとの訴えがあった。保険証を確認し、入院病棟の
看護師に確認したところ、やはり名前、生年月日が違うことが判明した為、コンピュータ登録を修正
した。
遅番業務で１８時に薬剤部へ薬をとりに行く。エンシュアの袋の中に処方箋が入っており、エン
遅番業務でもあり後は準夜勤務者がやってくれるだろうという思いはあったのではないか。夜勤者 内服整理は受け持ち・担当看護師の責任であることを確認し注意する。 処方が夜間になることも
シュアとレンドルミンが１枚の処方箋に書かれていた。薬袋も一緒に入っていたので、あると思っ に伝達していない、曖昧さがある。
あるので、責任を持って整理するように確認し合う。
た。後日レンドルミンが紛失したことを聞いた。 準夜業務で眠剤が変更になったことを聞いた。患
者さんは眠剤を希望せず、エンシュアを袋ごと渡したが、レンドルミンは入ってはいなかった。 事
故発生から１日空いての報告にてゴミ箱までは探すことはできなかった。
畜尿びんがいっぱいになっていたため、カルテに翌日全尿がないことを確認し、尿を破棄したが、 後に、Ｃｃｒは、クレアチニンクリアランスと気付くが、しっかり確認してなかったため、気付かなかっ 翌日全尿があるときは、びんを２個用意し、全尿の札をつける。
オーダー欄にＣｃｒと記入あり。クレアチニンクリアランスと気付かず、尿を捨ててしまった。
た。
畜尿中の患者が汚物処理室で床にしゃがみこんでいるところを発見、前額部と前胸部は発赤し、 ・睡眠導入剤服用患者の夜間の歩行等について注意不足
・睡眠導入剤服用患者の夜間看護援助について再教育
軽度の出血が見られた。患者は睡眠導入剤を服用していた。
蓄尿の指示があり、セットしたが翌日確認したところセットされていなかった。
機器設置時の確認作業を怠った。
確認作業の見直し、機器取扱指導。
蓄尿の指示があり、セットしていたが、終了処理をしなかったため、患者に謝罪し、再度蓄尿を実 検査におけるタイムスケジュールの作成に不備があった。 自分で作成した確認伝票を見落とし 指示箋等の連絡事項を記載するものについては、統一基準で作成する。見落としがおきないよう
施した。
た。
な工夫を検討する。
蓄尿の指示受けをしたができていなかった。
指示受け
カーデックス
蓄尿検査が２日間あり１回目は提出した。その後再度、蓄尿装置の分注設定を行い、尿パックを 確認不足
分注設定をした時は再確認をする。
つけた。翌日蓄尿検査に提出しようとした所、袋が隣りに１つずれてはめてあり蓄尿が出来ていな
かったことを発見した。
蓄尿検査のオーダーが出されていたが、早朝尿だけの提出でコップを置いてあったが、ステーショ 蓄尿コップの置いてある位置が見えずらい位置で忘れてしまった。 患児が起床するまでまち、採 検尿コップの置く位置を変更した。 蓄尿時間設定を変更し、患児が起床するのを待つのではな
ンの置くの方へ置いてあり、提出するのを忘れてしまった。
尿を行っていた。 起床時間と申し送りの時間が重なる為、夜勤者が検体を取るのか、日勤者が く、起床前に検体を提出できるようにした。
取るのかはっきりしていなかった。
蓄尿測定の指示があり蓄尿していたが蓄尿袋に「蓄尿検査あり」の紙を貼らなかったために処分 確認不足 後から貼ろうと思い忘れた
行わなければならないことは後回しにせずすぐに実施する。
してしまった。
蓄尿中であり検査に提出する必要があったのに気付かずに尿を捨ててしまった。勤務終了時に検 確認不足
指示シートをしっかり確認する。
尿コップが残ってることに気付き提出忘れに気付いた。
蓄尿中であるが、痴呆があるため、何度か排尿を促すため、訪室していた。訪室時は「未だいい」 繰り返しナースコールの説明や練習をしたり、気がけて訪室もしていたが、目が行き届かなかっ 外傷がないか、確認し、日直医へ報告した。 家人へ連絡し、状況を説明して、来棟を依頼した。
と言っていた。１１：１０、再度、排尿を促すため訪室する（カーテンはしまっていた）とズボン、パン た。 痴呆があり、理解力・記憶力の低下があるため、ナースコールができない。 転院してきた患 カーテンは常に開けておく。 移動時、排泄時は必ず、ナースコールするようにくり返し説明。夜間
ツを膝までおろし、足をのばした状態で消灯台に寄りかかる様にして坐っている。 床には便・尿が 者であるが、トイレは杖歩行していたとの情報あり、病室はトイレに近い場所を確保していた。 ト はできるだけ尿器、ポータブルトイレを使うよう説明。 頻回に訪室する。 離床コールを使用でき
排泄してある。話しを聞くとトイレに行こうとして尻餅をつき、そのまま立ち上がれず、その場で排 イレ歩行する状況より、障害になると判断し、ポータブルトイレは常設しなかった。
るように検討。 家族の付き添い協力を依頼。
泄したとのこと。外傷はなかった。
着替えしようとして立ち上がった際、滑って転倒背部打撲。
不可抗力
夜間は読書灯、行動時はナースコールするよう指導。
着替えをさせたところ表皮剥離を発見する。
上着を脱がせる際、表皮剥離したと思われる。
皮膚が弱いことを考慮して注意して着脱を行う。
中２日での体重増加が＋４．７ｋｇで除水量が５，４００ｍｌとなり多いため、医師に確認。７００ｍｌま 開始時点で、昼食時ｏｆｆされていることを考慮し、延長することを予測しておく必要があった。また ＋１．３ｋｇも残して帰宅させてしまったことで、患者は次回の透析時まで食事、水分の制限がいつ
で残して良いと言われ、総除水量を４，７００ｍｌ、１時間除水量を１，２００ｍｌに設定した。またその 昼食後、必ず受け持ち患者の所へ行き、除水できるかチェックする必要があった。また昼の申し送 も以上にきつくなり、心理的にかなりの負担がかかってしまうため、今後は今まで以上に患者の心
旨をカルテに記載し、昼の申し送りでも「体重増加が多いこと」「最終的に７００ｍｌ残まで除水する りだけではうまく内容が伝わっていなかったため、必ず返血者に除水量について伝え、透析終了 理面等を考え、一つ一つの業務を確実に遂行していく。
こと」を申し送った。しかし「開始時よ、り昼食時は除水ｏｆｆすることを考えていなかったこと」「患者 後ＥＣＵＭにしてもらうよう申し送る必要があった。
が食事を終え、最終的にきちんと除水できるのか確認に行かなかったこと」「本日は７００ｍｌ残まで
除水することを返血者に伝わっていなかったこと」などで、実際後体重が＋１．３ｋｇ残で除水しきれ
ず終了してしまっていた。医師に報告。「次回透析時に５００ｍｌまで除水。除水仕切れなければ、
その後（４時間後）延長し除水。」との指示を受けた。
中央リネン庫の病衣棚の上に、便が多量についたズボンが置かれていた。
リネン庫は清潔なものしか置いていないはずである。なぜそこに置かれていたか不明である。
汚染衣類があるはずのない場所にあったのだから早急に各病棟に問い合わせ原因を知るべきで
あった。
中央リネン庫へ通じるエレベーターが使用後、開いたままになっていた。離院や緊急時に支障が エレベーターを降りたときの確認が不十分だった。
エレベーターから降りたら必ず「閉」のボタンを押すことを忘れないよう心がける。
出ることもあり得た。
中央監視システムから飛んできた体重と体重計から印字された紙の体重が0.1kgの差があったの 通常中央管理システムより送信された体重と、体重計から印字された紙の体重表記は同一である 第３者の確認と自身の確認
だが、コンソールの表示を確認せずに透析を始めてしまった為に、浄化記録上の体重と中央監視 が、0.1kgの差があった。
システムで表示された体重が、0.1kgずれて透析終了時に発覚した
中央採血室から技師により搬送された検体の採血管のキャップが外れており、検査科到着時には 採血管不良が主原因と考えられる。ただし、採血管のメーカーが変更される前には発生していな 採血管メーカーへ他施設での事例の有無の確認と、対応策をお願いした。
血液が流出していた。
い事例である。 また、中央採血室からの検体搬送は、血液が凝固する以前に行うため、搬送中
に血液が流動的である事も考えられる。
中央材料室で期限切れの確認せず、カニューレを出す。
急いでいた。
１．期限切れの確認を。２．期限切れのものは置かない。３．渡す時の期限の確認も。
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10181

10182

10183

10184

10185
10186
10187

10188

10189

10190
10191
10192

10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199

10200

10201

10202

具体的内容
背景・要因
中央配管されている酸素の差し込みに流量計を接続しようとしたが、うまく入らなかったため隣の 1.新人看護師であったため、圧縮空気の存在を知らない知識不足・指導不測 2.新人看護師が実
圧縮空気の差し込みに誤って酸素と思い込み接続した。結果、酸素を6？投与するところを圧縮空 施した行為の確認不足 3.通常、中央配管されている酸素の差し込み口には2穴があり、流量計と
気が10時間投与された。他の看護師が点検の際に発見する。術後1日目の患者で低換気の危険 の接続が可能になっている。また、圧縮空気の差し込み口には3穴があり合わない。しかし、酸素
が予測されるが本事例では換気は保持されていた。
流量計の中にも3穴があり今回接続可能となった。型状が一致した
中勤帯、酸素投与の指示あり。物品の準備はリーダーＮｓが行い、ベッドサイドには処置Ｎｓが行 酸素末端部からの酸素流出確認の不十分
く。酸素チューブが短いため（児が動きまわるため）チューブ2本をカテーター止メ栓を接続管かわ
りとして使用する。酸素開始時、気泡の確認、チューブとカテーター止メ栓の接続部の確認、末端
部からの流出を確認した。酸素開始后のＳａＯ2の上がりは悪かったが、臨時吸入后ＳａＯ2 97％
であった。深夜ＮｓがＯ2を6Lに上げ、チェックフローシートにのっとり確認、その後も日勤帯で確
認、中勤ＮｓがＯ2 8Lに上げ、同様にチェックフローシートを基に確認していたが、異常は発見され
ず、通常閉塞していると鳴る異常音もしなかった。ＳａＯ2 93ー94％ 肺雑音軽度あり、呼吸数48
回/分、酸素ふき流し中であり、蒸留水補充台10L上げようとした所、流量計より酸素がもれ、異変
に気づき確認した所、カテーター止メ栓の片方の穴がふさがっており酸素投与されていなかった事
に気づく。朝の血ガスＰＨ7.461、ＰＣＯ2 30.0、児のバイタル上異常確認認めなかった。
中止された薬を患者が翌日の夜まで内服していた。 服薬開始後に発熱があり中止していたも
患者に対する説明が不十分であった。 患者の心身状態の把握が不十分であった。 中止薬を預
の。 担当看護師に確認すると、口頭で薬をやめるよう説明したが、患者に薬を持たせていたこと からなかったこと。 預かった薬が薬剤部で処分され、家族からの要求に返せなかった経験があっ
が判明。 なお、薬を患者から預かった場合の返品などの手続きを省略する為であった。
たもの。
中止された薬を患者が翌日の夜まで内服していた。 服薬開始後に発熱があり中止していたも
患者に対する説明が不十分であった。 患者の心身状態の把握が不十分であった。 中止薬を預
の。 担当看護師に確認すると、口頭で薬をやめるよう説明したが、患者に薬を持たせていたこと からなかったこと。 預かった薬が薬剤部で処分され、家族からの要求に返せなかった経験があっ
が判明。 なお、薬を患者から預かった場合の返品などの手続きを省略する為であった。
たもの。
中止になっていたケモが、薬剤部への連絡不足で伝達されておらずヒューザーに充填されて病棟 20日よりリザーバーからケモを施行する予定であった為、注射オーダーがかかっていた。しかし土
にあがってきてしまった。
曜日に中止となったため、Drが中止を入力した。Nsは中止を日曜日に確認したが薬剤部への連
絡をしなかったため、中止を知らない薬剤部からヒューザーに抗癌剤を充填して病棟にあがってき
てしまった。
中止の塩化ナトリウムを１回分服用させてしまった。
中止指示の確認漏れ。
中止指示の薬剤を施行した。施行伝票で確認したが、サインをする際に中止指示が出ていること 注射伝票は３枚複写で、開始時から薬局・カルテ上・看護師確認用となって３枚ばらばらになる。
に気づいた。
中止はカルテに記載されたものを指示受けし、看護師確認用伝票への転記と薬剤返納を行わな
いと施行されるシステム。医師の指示受けを行う際に、指示棒がでていないと看護師が気づかな
い。夜間にカルテの指示を再度確認する作業は行っている。
中止薬のアダラートＣＲが薬箱に入っており、２錠減っているのに気付いた。患者様は朝、アダ
薬の管理が不備であった。
ラートＣＲを看護師が持ってきたので飲んだという。日勤の血圧１２６／６２ 準夜の血圧１０８／６
２
中止薬の指示がでたが、指示の意味を勘違いし翌日の昼から再開してしまった。 「６日夕よりア ６日に指示を受けた看護師は、翌日胃カメラがあることは知っていたが、９日にＣＦがあることは知
ンプラーグ、バイアスピリンを中止」との指示あり。翌日胃カメラのための中止と理解し、翌日朝ま らなかった。 指示が分かりにくかった。 指示を受けた看護師が医師に確認しなかった。
での分まで中止した。その後は継続であると勘違いしたので、中止せずに内服させた。９日医師よ
り「ＣＦのため中止の内服薬は全て再開して下さい」の指示を受けた看護師によって中止していな
かったことが分かった。ＣＦ後出血せずに経過した。
中止薬を患者に与薬
確認不足
中止薬を止めなかった。
配薬された薬が他の看護師の間違いと思い込んでしまった。
中心静脈より持続点滴をしており、１日に、ビタジェクト、プレドニン入りのピーエヌツイン２号とミネ 確認不足
ラリン、プレドニン入りのピーエヌツイン２号の計２２００ｍｌを持続点滴している。これら２種類を交
互に行っていたが、ビタジェクト入りの点滴の後に順番を間違え、再びビタジェクト入りのものをつ
ないでしまった。深夜勤務者が巡回時に発見した。
中心静脈ライン（Ｗルーメン）の白より０．３％カコージンを入れる指示であったが、白ラインはヘパ 確認不足 知識不足
リンロックを行い、茶ラインよりメイン、ヘパリン、カコージンを流してしまった。次の日の日勤者に
指摘され間違いに気付いた。
中心静脈ラインから、側管注を行った。その後環境整備中にライン内に逆流を発見し、リーダー
側管注の後の取り外しの際、ラインの確認が出来ていなかった。
ナースへ報告。フィルター手前の三方活栓の接続が外れている事を指摘された。
中心静脈ラインの確認は行ったが、ゆるみの有無の確認はしなかった。その後ベッドサイドを離れ 確認が不十分であった。
処置をし戻ると、患者のライン接続部が外れ、血液で汚染していた。
中心静脈ラインの側管から生食１００ｍｌ＋プレドニン４０ｍｇを開始した。１時間後に訪床したとこ ロック式のラインを使用しなかった。
ろ、三方活栓部から接続が外れ、寝間着、シーツ、床が汚染してした。医師の指示でプレドニン２０
ｍｇの点滴を再度行った。
中心静脈ラインより、圧測定を行う際、持続注射を一時停止し測定したがその後、再開するのを忘 三方活栓の操作ミスで圧を出したままになっていた。知識不足。確認不足。
れた。
中心静脈ルートにて持続点滴をしている患者で、また心電図も装着しており、心電図のアラーム 確認不足
（電波切れ）が鳴ったため確認に行くと、本人は入眠中であったが体動にてルートが外れかけてい
て回路に血液の逆流が認められた。患者に影響はなかった。
中心静脈を調整する際10%塩化ナトリウムの量を間違えた。処方は10ｍｌであったが、20ｍｌで調製 確認不足
した。監査の段階で間違いが発見された。
中心静脈栄養中。フルカリック２号（８２０カロリー）を２４時間で輸液する予定であったが約７００ｍｌ 肺疾患があるため、鎖骨窩静脈ではなく股静脈にカテーテルが挿入してあった。そのため足の動
が１？２時間で注入されてしまい、結果、２時間後に低血糖（３４）となりブドウ糖の静注で回復し きで点滴の速度に変化あり、注入速度の調節がしづらかった。（はじめて車椅子に移動し、リハビ
た。
リを行った日に起こった事例である）リハビリ終了後、病室のベッドに移ったあと、家族の連絡を受
け、輸液が終了しているのに気づいた。
中心静脈栄養中の患者でトリプルルーメンが挿入中。昇圧剤などが輸液ポンプで施行中。当事者 入職5ヶ月で、ルートがたくさんついている重症患者の受け持ちを一人でさせることに問題あり。指
は血圧のスケールにて14：00に輸液ポンプの滴数を変更、そのとき昇圧剤のクレンメを閉じて操作 導者をつけて実施させるべきであった。また、指導した内容が正確に伝わっていない。再度指導。
したため、操作後あけるクレンメのルートを間違え、メインを全開にしてしまった。30分後回診時に
他の看護師が発見。時間が短時間で、まだ高カロリー輸液に変更になっていなかったので、患者
の様態に変化はなかった。輸液ポンプの滴数変更時はクレンメを操作する必要はなかったが、当
事者は入職5ヶ月目であり不慣れであった。また、当事者によると指導のとき輸液ポンプ操作時は
必ずクレンメを閉じるように指導されたと事。当院のマニュアルではそのような記載はなく、ポンプ
ドアをオープンにしての操作が発生したときの方法と思い違いをし、ポンプの操作時は必ずクレン
メを閉じるものと思い込んでいた。
中心静脈栄養中の患者様。１２時から２４時までのソリタＴ３５００ｍｌが２時間で終了した。１１時３０ 移動の後に滴下調整をしていない。 車椅子とベッドとの高さの違いにより落差があり、ベッドに
分に点滴を更新してから、胃カメラのため内視鏡室に車椅子で搬送する。その時、点滴滴下の調 戻った後に早く滴下した。
整をおこなった。その後他の看護師が、内視鏡室から連絡うけて、患者を迎えにいった。１３時３０
分にコールがあり、訪室すると、点滴が空になっていた。患者様は動悸などの症状はなかった。
398

改善策
・上記について院内全体に情報提供（ｾｲﾌﾃｨｰﾄﾋﾟｯｸｽの配布） ・酸素流量計3穴ﾀｲﾌﾟの回収 ・酸
素流量計と圧縮空気の流量計が同じ外観であったため、圧縮空気の方の差し込み口の形をかえ
たものを採用し、外観上の区別ができるようにし、かつメータ部分に表記をして必要な部署を限定
し再配布した
・カテーター止メ栓を使用しないよう、酸素チューブの長いものを病棟で用意した。 ・チェックフ
ローシートに基づき、確認を確実に行う。 1.項目を増やした 2.チェックフローシートの記載を
ベッドサイドで行うことを徹底した

患者の心身状態に対応した説明や対処することを徹底する。 中止薬は必ず預かり、所定の場所
（モニターの下のかご）に置くことを徹底する。 交替時や新人者に対するチェック表を作成して防
止を図る。
患者の心身状態に対応した説明や対処することを徹底する。 中止薬は必ず預かり、所定の場所
（モニターの下のかご）に置くことを徹底する。 交替時や新人者に対するチェック表を作成して防
止を図る。
薬剤部から「抗癌剤混注業務について」という文書をスタッフ全員に確認してもらったが、システム
を忘れてしまっていた。再度文書を全員に読みかえしてもらい再認識してもらった。
チェックリストの活用。
主治医に指示棒をきちんと立てるよう徹底してもらう。

中止になった薬は指示受けした看護師が直ちに中止薬の箱に入れる。 中止の指示を分かり易く
指示シートに入力してもらう
師長が医師に分かり易い指示の書き方を依頼した。 看護師が判断しにくい指示の場合は、医師
に確認する。 薬剤師に薬剤管理指導をしてもらう。

開始日と中止日を確認する
誤薬予防対策表、カルテ等を確認する。
指示シートをしっかり確認していく 点滴ボトルを刺しかえる時にもボトルに記入してある薬品名を
確認してから刺しかえる。
指示シートをしっかり確認する。 循環動態に影響を及ぼしやすい薬品などはメインの点滴ルート
とは別ルートから入れるルールを守る。
通常の点滴類のライン点検業務をきちんと把握し、ライン管理方法を理解する。
ライン確認を行う時は、接続部もしっかり確認を行う。 中心静脈ラインが体動しても、引っ張られ
ないよう、ライン管理をおこなう。
ロック式の三方活栓に変えた。 接続部を輪ゴムで止めた。
三方活栓操作後は、必ず確認する。
訪床時にルート（接続部）の確認をする。
声を出して指差し確認を行う。
注入速度が変化し、調節しづらかったにもかかわらず、はじめてのリハビリの前後に観察、確認さ
れていなかった。 点滴速度の確認を行う。
注射マニュアルに輸液ポンプ使用時の手順を作成中。それをもとに指導に取り組む。

移動の前後に点滴の滴下と速度を観察し、調整する。

10203

10204

10205
10206
10207
10208

10209

10210

10211

10212

10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219

10220

10221
10222

10223

10224
10225

10226

10227

具体的内容
背景・要因
中心静脈栄養注入に使用していた輸液ポンプの設定が誤っており、予定より早く入ってしまった。 当院で使用している輸液ポンプは5種類あり、統一性がない。機種により操作が違うため紛らわし
輸液ポンプの設定時に輸液セットの選択を誤り、Ａ社使用時はDS3を選択しなければならないの い。輸液セットを感染対策の為変更したばかりであった。
に、DS1が選択されていた。これはＢ社の輸液セット使用時の設定であった。準夜勤務者が24時に
輸液の残量が少ないことに気がつき、条件を確認したところ、間違いを発見。当直医へ報告。患者
様の状態に変化はなかった。
中心静脈注射のキープ速度の計算を間違い、9：00から17：00で1本目終了しなければならないと 中心静脈注射の指示が1本目KNMG500ml（9：00から17：00）2本目がPNツイン1100ml（17：00から
ころおわらなかった。準夜勤務へ申し送りをしていて自分のミスに気がつた。患者様への影響はな 9：00）で滴数変更が必要となる。このバリエーションがなければヒヤリハットは発生しなかったかも
かった。
しれない。
中心静脈注射を実施している患者様。輸液ポンプ使用下にて実施していたが、滴数変更していな 中心静脈注射の速度エラーが続いたので、高カロリー補液に関して輸液ポンプを使用。その結
いのに予定より多く入っていた。消灯後のラウンドで発見。朝まで持つように敵数調整した。患者 果、輸液ポンプを過信してしまった。点滴の指示は12時間で1本に指示なので、ずっと同じ滴数で
様には変化なし。
はずれていく。調整が必要であった。
中庭で散歩中キノコを口に入れてしまった。
他患に着いていて本人の傍で見ていられなかった為。傍にいれば注意できた。
昼、水薬準備時、上の目盛りから１目盛り準備したが、夜勤者が夜の薬準備の時、１回分残って 単に薬を準備した（機械的に）ため、確認するという意識が薄く声だし確認ができてなかった。（処
いると気づき、与薬ミスがあった。いつ与薬忘れがあったのかは不明。
方箋との照合もできてなかった。）
昼・夕分の内服薬が２人分残っていた。患者より薬を飲んでいないとの訴えにより発覚。 日勤
リーダ看護師の怠慢。責任感の欠如。看護師間の連絡の不徹底。 看護教育の不備。
リーダが内服準備，内服確認をしていなかった。 患者への影響はなかった。
昼12:00の検査の説明で検査用紙には12:00と記載したが、予約券には予約無しの表示があった 検査でオーダー入力できるものは予約券に予約なし世表示してあっても入力してあるため検査の
為、自分で予約を取り12:00を14;00と書き間違えて渡してしまった。そのため、患者様は12:00と
用紙を渡すだけで良かったことを知らなかった。
14:00でどちらの時間に来院するか迷ったが14:00に来院し、検査を施行するには困難な状況だっ
たため患者様に後日お願いしたいと話すると、会社を休んできたから何とか検査して欲しいと言わ
れ責任者と相談し放射線技師や医師にお願いして施行した。
昼12時からの食注で機械にチューブセッティングの際、しっかりはまってない状態で食注開始して 食注の流量 投与量の確認は行ったが 食注開始後のルート 機械のチェックをしなかった。 機
しまった。食注開始後 ボトル内のミルク量の減りが早いことに父親が気付く。主治医に報告。バ 械操作についてはチューブと機械の接続時、パチンと音がしていないのに接続した。
イタルサイン測定後、身体状態に異常ないか経過観察となる。
昼１２時からメインの点滴を５％ブドウ糖からＰＮツイン２号に変更する指示であったが、忘れてし うっかり忘れ 注意不足
まい１５時に指示シートを確認していた時に気づいた。３時間、指示と内容の違うものが入ってし
まった。
昼１２時ごろ、与薬で訪室すると患者Ａ子さんが見当たらず、神経科病棟内を捜索するも行方不 患者（神経科入院）の管理上の問題があった。閉鎖病棟であり内部から職員が開けない限り外部
明。その後１３時ごろ、患者宅からの電話で自宅に帰っているとの連絡が入った。
へは出られないはずが出ていた。その原因は、休日にて面会家族と離院する患者がおり、その中
に紛れて（意識的かは不明）しまい外部へ出てしまった。看護師もそれに気付いていなかった。
昼１２時に点滴（ＫＮ３Ｂ５００ｍｌ、アスパラＫ１Ａ）の速度を４０ｍｌ／ｈから３０ｍｌ／ｈに変更と指示 確認不足 うっかり忘れ
があったが、忘れてしまった。準夜勤務者の勤務前の確認時に流量が変更されていない事が発
覚した。
昼からガスター内服の指示があり１４時に与薬した。その後１８時にガスターに注射があり内服の 指示が重複していた。 確認不足
指示が出ていることに気付かず実施した。
昼から外泊予定で食止めとなっていたが、食札には何も記入されておらずそのまま配膳されてい 確認が不十分だった
た
昼に、朝に服用予定の薬が投与されていないことを、日勤ナースが発見。
確認不足。
昼に内服薬を配薬しょうとした時に朝の内服薬が１錠残っている事に気付く
確認不足
昼のBSチェック忘れ。
うっかりミス。
昼の経管栄養を落とす際、患者様に今から始めることを伝え、奥様が面会にこられており、奥様に 患者様の状態のアセスメント不足。また、奥様にも何を注意してみていてほしいかきちんと説明し
も伝え、病室を出た。１４時ごろ訪室すると栄養残り１００弱のところで自己抜去していた。奥様に ておくべきであった。
聞くも気づかなかったと。ＶＳ著変なし。そのごチューブの種類変え、入れなおす。
昼の経管栄養を落とす際には患者様はウトウトされており、その前にも危険行動は見られなかっ 患者様の状態のアセスメント不足
たため抑制はしていなかった。栄養初めてからもテレビモニターで監視していたが危険行動なかっ
た。栄養終了直前テレビモニターを見た他のスタッフがゴソゴソしていると報告あり、急いで訪室す
るとカテーテルを自己抜去した後であった。呼吸状態に著変なし。その後他スタッフにて入れなお
す。
昼の経管投薬の際に他患者の薬を与えてしまった。主治医に報告し経過観察、バイタル等著変は 他患者の薬が準備されているすぐそばで準備をしてしまった。 与薬時の確認をきちんとしなかっ
なかった。
た。
昼の血糖を測定し血糖が高く、インシュリンを使用しなくてはいけない患者さんに指示書の確認不 内分泌の指示が200mg/dl以下はインシュリンなしのオーダーが多く、この患者さんは１５０mg/dl
足、自分の思い込みによりヒューマリンＲを皮下注射してしまった。指示書には、きちんとノボラピッ 以下なしの指示で、インシュリンをうつことに気をとられてしまった。
トと記載されていた。オーダー拾いのときに自分で気づき、内分泌の医師に報告した。
昼の血糖測定後、指示のインシュリン与薬を行った。与薬後ナースステーションに戻り、注射針を ・実施サインはベットサイドで行うというルールが守られていなかった。 ・他患者のアラームで作
破棄した後、指示書に実施サインをしようとした。その時他患者のモニターのアラームが鳴ったた 業が中断したが、そのことを周囲の者に伝えていなかった。 ・アラームが鳴った患者は、気管カ
め、サインをせずに急いで他患者のところに向かった。その患者に異常がないことを確認し、ナー ニューレを抜去した直後であったため、その患者の変化に気がとられた。 ・患者のインシュリン投
スステーションに戻ると、指示書がなく、他の看護師が再びインシュリンを投与しているところを発 与をＡ看護師が実施することをＢ看護師には伝えられていたが、当事者には伝えられていなかっ
見した。（インシュリンを重複投与してしまった。）医師に報告し、経時的に血糖測定をしながら経過 た。 ・当事者は、本来休憩に入る時間帯であったが、多忙であり昼の時間帯の人員調整のため
観察した。患者の状態に変化はなかった。
に臨時に残って業務を行っていた。その際の、業務分担、責任の所在が不明確であった。（コミュ
ニケーションが不足していた。） ・患者は意識障害であり、間違いに気がつくことができる状態で
はなかった。
昼の血糖値測定を行い、リーダーナースと指示を確認しインシュリン投与した。しかし本来は打た 指示の等号、不等号の勘違い。院内統一の記載方法になっていなかった。
なくていい数値の値だった事に、後で気づく。
昼の交代から戻った時、すでに人工骨が準備されていたので、それを使用するものと思い込み、 室内に準備されていたものを使用すると思い込んで確認を怠った。
交代の看護師及び担当医師に確認せず、実際に使用する人工骨と異なる製品の人工骨三個を
術野に出し、うち一個使用不可にした。
昼の昼食にかまぼこ、ほうれん草、卵の具のついた蕎麦を自力で箸を使用して食べていた（普通 忙しい、人手が足りない。
は常軟を食べてむせはしなかった）。他の患者さんの食事介助をしていたら咳き込まれていたの
で、側に行って背中を叩いていたらかまぼこが出てきた。深呼吸してもらったら徐々に落ち着い
て、また食事をしてゆっくり噛んで食べてもらった。
昼の内服、他医院の分の与薬忘れ。
事前に配薬準備をするのを忘れており昼に配膳ができてからあわてて昼の薬をだした。一番最後
にあり、出すのを忘れたと考えられる。いつもは袋をもどす時にも再確認していたがその時は急い
でおり確認しなかった。内服が入っている袋は2袋あった。当院分と他医院分と。
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改善策
輸液ポンプ使用マニュアルの作成。また、病棟での機種については統一性を持たせることも検
討。

IVHの患者様に関しては輸液ポンプ使用し、滴数を申し送る。
患者ラウンド時は点滴残量の確認も実施する事を作業手順化する。
間違いにすぐ対応できる位置についていてやること。
処方箋を見、声だし確認にボトルの目盛り、氏名、日付の確認を行う。準備した後も再度確認す
る。
管理の徹底。 看護教育の見直し。 何しろ看護指導者がひどすぎる。指導者の交代。
知識を深める。 業務に慣れる。

食注セッティング後は 流量 投与量だけではなく 開始後の機械 滴下速度を確認する。
休憩に入る前に指示書の確認を行うことになっているのでしっかり確認する。
１ 面会者が入棟する際は、ノートによる便宜的なサインで入棟し、退棟する際には何らのサイン
確認がされていなかったため、その確認が取れるように改めた。２ 面会者は入棟時に個々に「面
会カード」を記入してもらう。退棟時にそのカードを職員が受取り、面会者と患者の認識を確認す
る。こととした。
指示が出た時点で忘れないようにタイマーをかける。 指示シートを頻回に確認し施行忘れがない
かチェックする。
指示シートをよく確認する。 医師に指示内容を確認して重複しないようにオーダ入力してもらう。
食事栓をもう一度間違えていないか確認する。
一つ一つの業務を確実に行っていく。
朝に必ず全て配薬できているか確認する
BSチェックの器具一式、処置台に準備しておくべきだった。
患者様に十分説明し、患者様の状態もアセスメントする。ご家族の方にも十分の説明し、見ておい
てもらうようにするが、家族にまかせっきりのしないように観察していく。
患者様はそれ以前にPVを自己抜針したことがあったため、今回のことも予想できたことであった。
患者様の今の精神状態をアセスメントし、先を予想した行動をするべきである。

一患者分づつ薬液を用意し、きちんと分かるように整理しておく。 薬液の色等を覚えておき、確認
をする。
思い込みをなくし、医師の指示をきちんと確認する
・実施サインはベットサイドで行うことを徹底する。 ・作業を中断せざるを得ないときは、「作業中
断中」カードを提示し、周囲にもわかるようにする。 （作業中断中カードを作成し、職員全員に配
布する。自らが作業を中断したことを意識化すると共に、他者へもアピールするためのツールとす
る。） ・臨時の業務に入る場合は、事前に業務内容を打ち合わせ、責任の所在を明確にする。

指示を受ける際リーダーナースは、確実に指示受けを行い、紛らわしい指示は、再確認し、訂正を
してもらうようようにする。
自分が実施していないことに関して、必ず実施者に確認する。また担当医師にも再度確認をする。
かまぼこの大きさを小さく刻んでいれば、まだよかったかなと思われる。 よく噛んで食べてもらえ
ばよかった。
落ち着いてしっかり確認する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
昼の内服を配り終えたころにＡ氏から「昼の薬がきていない」と申し出があり、残薬を確認しや配膳 薬袋と患者の確認があいまい。配薬した看護師の記憶があいまいである。
確認の徹底
車やゴミ箱などを探したら、配膳車用のゴミ箱の中から薬袋が出てきた。Ａ氏は飲んでいないとの
ことで他の誰が飲んだか不明。Ａ氏は、自己管理が出来るほどのレベルであったが、プレドニン療
法のため、あえて病棟管理としていた。昼に内服があった病棟管理の患者の血糖検査などで経過
を追ったが異常値が出た患者はいなかったため、誰が服薬したか不明のまま。Ａ氏には新たに配
薬した。
昼の内服を忘れた。家族に説明し、夕方の哺乳終了時点で内服させた。
作業手順の不備(作業記録を付け忘れた。)
確認作業、患者管理の徹底。
昼の内服薬を患者のオーバーテーブルに置いたが，服薬の確認をせず後で容器に入った薬を発 確認不足
内服後の空の容器を見るという病棟のルールを守る 最後まで責任を持つ
見した
昼の内服薬を休憩交代になる為、他のナースに依頼した。しかし昼の内服薬は投与されずに残っ 業務に関するコミニュケーション不足。 依頼したナースは休憩中の不在時の業務を業務に出て 受け持ちナースは、依頼したことが実施されているか必ず確認をする。
ていたのを、夕食前に発見した。
きた際再度確認を行う。
昼の内服薬を準備している時、朝の分が残っていて、夕の分が無いことを発見。深夜勤務者に確 他院からの処方薬で、朝・昼・夕の記載がないため確認を怠ってしまった。再度引き出しを確認し 再度引出し確認をする際、示唆して呼称確認を行う。
認して、出し間違いとわかる。内服薬は分３で同処方である。
たが、間違いに気付けなかった。
昼の内服薬確認中に朝の内服薬が残っているのを発見、朝の分を渡し忘れたことに気づいた。 患者が部屋にいなかったため、後で渡そうと思いその後忘れてしまった。
時間指示のチェック確認を、何度か勤務帯で行っていくと指示漏れが防げると思われる。
昼の白湯を注入開始する前に、薬を注入するのに同姓者の薬とまちがい注入してしまった。
注入食の患者は同室者３名、同時に同じ注射器にて内服注入を数名おこなっていた。
声出し確認。テープの色を変える。セットにも同じ色のテープ。
昼の薬を配薬中、他の患者の内服薬であるクラビットとセルベックスを薬袋の患者名を確認せず ・看護師の確認不足。 ・配薬時のマニュアルに従わなかった。
・マニュアルを守る。 ・名前、薬品名、用量、用法の確認を必ず行う。 ・何のために内服している
配薬した。その患者は、現在昼はガスモチンと酸化マグネシウムのみの内服であり、昼食後他の
のか理解しながら配薬する。
看護師が、違う薬が配られているのに気付き、配薬間違いをしたことに気付く。クラビットは内服し
ていなかったが、セルベックスは内服していた。
昼の薬を服用させようとしたとき、他の患者の薬を服用させてしまった。名前が田村と田島と似て 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
服薬させるときには、名前と本人を呼称するなどして、確認する。
いたため、間違えたものと考えられる。すぐに医師に報告し、指示を仰ぐ。バイタルチェックの指示
を受け、血圧等のチェックを行った。特に患者には影響は見られなかった。
昼の薬を服用させようとした際に、ジゴキシン１錠が0.5錠しか入っておらず、本人にも確認したとこ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
処方を作る際に、複数の人間で確認を徹底する。
ろ、いつもは１錠ということ。処方箋・薬袋・全ての薬包の中身を確認したところ、すべて0.5錠しか
入っておらず、薬局での調剤ミスと判明した。 服薬前だったため、すぐに処方しなおしてもらい、
服用してもらう。
昼の予約準備していたときに、内服確認必要患者の薬箱に朝の薬が残っているのに気がついた。 予約準備から内服過程のマニュアルがあったが、内容に確認作業がなかった。当事者は投与し 朝の申し送りの時に介助必要患者の薬箱が空であることも確認しながら申し送るなど、確認作業
患者へ謝罪し遅れて10：00頃に内服していただいた。患者の様態に変化はなかった。
たと思い込んでいたので確認しなかった。
の検討をする。
昼の与薬のメイアクトを渡し忘れた。与薬準備時に２人の看護師でダブルチェックを行い、残数を 昼は１包だと思いこんでいたこともある。 化学療法・手術出し等が同時進行であった。
現状では化学療法・手術の患者さんを分けて担当することは、難しい。まずは確認の仕方。全て
記載した。準夜勤の看護師から昼のメイアクトが内服されていないことを報告を受け事故に気付い
の薬袋を確認することを実施していく。
た。時間を遅らせて内服をと考えたが食事時間がかかるため医師に連絡し内服しないままでよい
と指示をうけた。
昼の与薬準備時分3で服用している大健中湯を与薬箱に出し忘れた。与薬の際も気がつかず、他 準備時の処方箋との照合が不十分であった。 ダブルチェック時の照合が不十分であった。 与薬 カンファレンスを持ち、与薬手順の再確認と声だし・指さし・目で確認の徹底を行うようにした。また
の薬を与薬した。夕の薬の準備のときに薬が残っているのに気が付いた。14；10に与薬した。
時の照合が不十分であった。3回のチエックとも確実性が無いことを大きな問題点としてとらえてい 伝達ノートでの情報提供を実施し、与薬忘れ防止の注意換気を職員に徹底した。
る。
昼より主治医から抗生剤投与の指示あり。15時30分ごろよりＩＶＨルートの三方活栓に接続し投与 午前中に同じ三方活栓を使用時に漏れは無かった。おそらく、接続し、ロック時に三方活栓部分に 接続語に接続部からのも漏れの有無を確認する
開始した。16時ごろ面会に来た家族がシーツが濡れている所を発見し発覚。その間、看護師は誰 亀裂が入ったものと考えられる
も入室していない。接続の外れ、ゆるみ、ゆがみ等無いが三方活栓部より点滴もれあり。ルート開
通確認し、三方活栓交換、主治医に報告し経過観察となる。
昼過ぎに入院された患者様が、昼食摂取せず、昼後の薬も服用しなかったので、夕食後に昼食後 業務チェックの問題。引継ぎ、情報伝達の問題
業務チェックの徹底
薬をＰＯさせ、就寝時に夕食後薬をＰＯさせようと思いながら、夜勤者に申し送る事を忘れた。（当
日、院内研修がある、それに出なければならないと時間を気にしていた）研修が終了してから残務
整理をしていて気がついたが、結局、1回分、内服させられなかった。
昼間は車椅子ベルト使用中の患者（転落の危険性ありのため）がベッドで横臥中に転落。 ベッド 転落の危険性がある患者は昼夜問わず危険を予測し回避する
夜間の巡回を増やす ベッド柵を4方に設置する
柵もあったが完全では無かった。
昼休みの時間帯で、薬の錠剤単位を５ｍｇと１０ｍｇを誤って調剤したため。
昼休みの時間帯で、集中力に欠けていため確認が不十分であった。
監査時に単位の少ない方には赤ペンチェックを実施し、確認を怠らないこと
昼後の内服（カマグ）を与薬忘れ、準夜勤務看護師に指摘され気がつく。
昼休憩前であり、他の患者への与薬も全て終えていたので与薬したと思い込んでしまい、最終確 情報収集時に、自分のボードに記載されていなかったためチェックできていなかった。又カルテ整
認をしていなかった。
理時に確認する。
昼後薬を渡しておらず、リーダーに報告は行うが、リーダーからスタッフに伝えてもらえると思いこ スタッフへの連絡不足 内服しているという思い込みで、確認不足
休憩前には申し送りを確実にする。内服されているか、休憩後確認するべきだった。
み、スタッフに直接伝えずに休憩に入る。スタッフは昼後薬を内服していないことを知らなかった。
他スタッフが夕後薬セット時に昼後薬を発見。すぐに主治医へ連絡。患者は内服することを忘れて
いた。
昼後薬を配薬時 他の患者の薬と間違えて配薬 直ぐに患者本人がき気付き申告される
確認ミス
あわてず配薬すること 名前の確認を確実に
昼頃、イソバイドの投与指示あり、昼当番の人が薬剤部に連絡したら、すぐ持ってきて１回飲ませ 申し送りをするべきで、全員にわかるように伝達方法を工夫する。
イソバイドを服用中である事が全員に判るように札を作る。 申し送りの徹底をする。
る．残り は冷蔵庫に保管してあったが、申し送りがなく飲んでいなかった。数日後気が付き再開し
た。
昼食が終わる頃に味噌汁がついていないと患者様から訴えがあった｡栄養科に連絡し、届けても 配膳時の確認が不十分だった。
職員が配膳時に確認し、患者様にも気づいた時点で行っていただくよう伝える。
らう。
昼食で出されたものが、内服薬と拮抗作用になるのではないかと苦情を訴えた。薬剤師に確認を 主治医に報告し、説明をしてもらうよう統一できているといい。 紛らわしいパンフレットは修正する 誤った情報について早めに情報収集し、統一した対応が出来るようにする。
取り再度説明するが、十分納得されなかった。
か、使わないほうがいい。
昼食に出した鶏肉の一部に加熱不足が生じていたと患者から連絡があった。
観察不足
かたまった部分が残らないように注意し、慎重に確認する。
昼食に提供したほうれん草のじゃこ炒めに、さびた金属片が混入していた。患者さんが発見した。 調理時の細心なチエックが必要であった。 ほうれん草の業者に確認を取り､以後、生を使うように 上記について具体化した
金属片は、回りの色と似ており発見しづらかった。調理の周囲にさびた金属の発生場所がなく、ホ する
ウレンソウの包装内に紛れていた可能性が考えられる
昼食に豚肉のしょうが焼きをオーブンで焼いて提供する所加熱が十分でない肉を予備のボール入 本人の意識の問題
管理栄養士として食品管理の原点に帰る。食中毒に発展する可能性があることを自覚する。
れた
昼食に毛髪が混入していたと患者から知らされた
ライン前のローラーかけ不足と現場に入る時のローラーかけ不足
現場に入る時はローラーは自分でかけずに、必ず他人にかけてもらう。もしできない場合は自分で
かけてから背中をチェックしてもらう。
昼食のため、食堂まで車椅子に乗り換えようとしたところ、転倒したと本人より自己申告があり、訪 転倒リスク評価をして対応していたが、ＡＤＬ自立に向けて支援をしたばかりであり、本人も自分で 移動時、ナースコールするよう説明し、看護師が介助する。
室時には椅子に座っていたため、詳細は不明。打撲等無。
動けないという認識がありおこしてしまった。
昼食のラーメンの中に本人の者でない短髪が混入していた。栄養室長、調理師が謝罪する。気分 調理中に混入したと考える。
混入しないように調理中は髪の毛を触らない。混入の苦情があったら、速やかに新しいものに交
不快などなし。
換し、謝罪を行う。
昼食の下膳時に食事を摂取したと思い込み下膳したが、実際は食事を摂取していなかった。
摂取状況を確認しなかった為
下膳の際は本人に確認をし、不在の場合は同室者等に声をかけて摂取状況を確かめる等を徹底
する。
昼食の介助時に翌朝の分を服用させてしまった。昼食分は内服なし。夕方家人が気がつく、血圧 患者様個々の薬箱が後ろ向きになっていたが、左端が昼の薬と思い込み確認せず投与してしま 分包されているものを名前と朝・昼・夜の確認と、声に出して確認すること。
下降が 起きる可能性あり測定後看護科長・主治医に報告する。
う。
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具体的内容
昼食の際に、本人をホールへ出すために看護職員２名と車椅子に乗せようとしたときに、車椅子
のハンドル部分に、患者本人の左上腕部を挟んでしまい、表皮剥離のけがをさせてしまった。
10259
車椅子へ乗せようとするときに、周りの状況をよく確認せずに行動した結果と、考えられる。 一
般状態は変わりないものの、表皮剥離が目立つため、すぐに創傷処置を行った。
昼食の準備の為デイルームへ移送。目を離した隙に車椅子から立ち上がりふらついて転倒。しり
10260
もちをつく
昼食の小鉢、野菜サラダに虫が混入していた。 盛り付け時には気づかず、患者に提供してしま
い、食べているときに発見し、看護師から栄養課に連絡がきた。 患者に不快な思いをさせてし
10261
まった。
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背景・要因
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

車椅子で1週間程度経っているが、歩行訓練までは至っておらず下肢の筋力も低下していた。理
解力も今ひとつはっきりしない患者であった
・野菜の仕込み時の洗浄不足 ・盛り付け時の注意不足

改善策
トランスファーにおいて、十分に注意を行うこと。 また病院内でも、職員を対象に専門家の指導の
下で、研修を行った。

昼食時は看護師の人数も減る為配膳が終わってから患者を車椅子に乗せ食事させるようにして、
車椅子に乗せたら目の届く所にいてもらうようにする。
＜仕込み段階における改善策＞ ・洗浄行程を一段階増やす ・葉物野菜においては、穴があい
ている部位には虫がいる可能性が高いと判断して、穴の多い外側の葉はむしる。 ・洗浄すると
き、切るときに注意深く異物混入がないように見る。 ＜盛り付け時における改善策＞ ・常に異
物が入っていることを前提として注意深く見る。
昼食の焼き肉に約１５ｃｍ程度の毛髪が混入していた。
毛髪のチェツクと身体に付着している物が落下し混入。 （調理中・盛り付け中） 又は、肉等原材 調理中の注意。 業者（肉・八百屋等）に連絡して注意を呼びかけ。
料に混入していたことが考えられる。
昼食の食事介助中、他患者からのナースコールがあったため、患者様の傍を離れたすきに末梢ラ 観察不足
抑制を解除した時は傍を離れない。やむを得ない時は再度抑制をさせて頂く
インを自己抜去してしまっていた。不穏状態であったが食事は自分で食べられたため食事中は抑
制を解除していた。
昼食の台車の片づけをしている時、前方にいた患者様に気づかず当ってしまった。患者様はふら 前方の不注意
台車を運ぶ時、特に曲がり角なども必ず前方を確認する。
いて転倒し頭部を打った。
昼食の配膳時絶食中の患者に同室患者の食事を間違って配膳した。患者に指摘され発覚。
業務手順確認
禁食札や氏名等確認する。
昼食を１１時３０分に配膳。透析後、病棟にて食事をしようとしたところ腐敗臭がしたと訴えあり。看 当日のメニュー白煮魚のホイル焼き、かぶのそぼろ煮。＊りんごとキャベツのサラダ素材そのもの 配膳後は、速やかに喫食してもらうようお願いする
護師から栄養科へ連絡があったが、食事には問題は無かった。
（りんご・キャベツ）の臭いであると思われる。
昼食を終えポータブル便器を使おうとしてベッドから動き尻餅をつきそうになっているのを発見。看 転倒・転落を予測し、看護師から見える部屋で観察していたが、声かっけが不足していた。ポータ 声をかけ、患者の要求を確認する。安全なポータブル便器の位置確認。 ナースコールの指導。
護師が駆けつけ手をそえたが床に座る格好になってしまった。
ブル便器の位置が悪かった。
昼食を全量摂取中、咳払いをしたところ気道に迷入。誤飲した。見守り中で早期に発見、食物を吸 患者指導、食事中の見守り体制。
一口ずつ、ゆっくり食べることの指導、小匙への変更。
引し事なきを得た。
昼食を配膳するとき間違えて配膳する。他看護師が気付き交換する。
業務手順確認
名前を確認しながら配膳する。
昼食を配膳する際、患児が寝ていた為、食事をとっておいて欲しいといわれたが配膳が終わった 患児の父に食事をとっておいて欲しいと頼まれたが、全配膳が終了してからとりおきをしようと思 患者様に頼まれたことはできるだけ後回しにせずに、その都度対応、処理していくようにする。ま
後にそのことを忘れてしまった。そのため、食事は其のまま栄養科に戻り、患児は病院の昼食をと い配膳を終えたが、その間に別の患者からも頼まれごとをしたためそちらに気をとられ、先に頼ま た、メモを書いておいたり、チームの人に伝えておき誰もが分かるようにしておくことで他の誰かが
ることができなかった。児は制限食のためその後医師に確認をとり売店で食事を購入し昼食を
れたことを忘れてしまった為に今回のような事例が発生した。
きづけたのかもしれないと思う。
取ってもらった。
昼食を配膳中、ディルーム付近で、患者より「インスリン注射をお願いします。」と声をかけられた。 インスリン注射を行う前に、伝票を確認し、施行の有無を確認しなかったこと。 他のチームの患 主治医へ電話報告後、低血糖時の指示を得た。 低血糖に注意し、頻回（１２：３０、１４：００、１５：
患者と共に、処置室へ行き、ノボラピッドを出すが、注射伝票が見あたらず。カーデックスをナース 者であり、患者に関する認識・情報がなかったこと。担当看護師へ確認の声かけを行わなかった ００、１７：３０）に血糖測定を行った。 患者への説明（インスリンを２回打ってしまったので、低血糖
ステーションでみて、インシュリン量を確認後、処置室へ戻ると、患者は「４Ｅね」といいながら、自 こと。 患者は血糖測定をしたにも関わらず、再度、測定に来るなどの行動（痴呆傾向）があった。 に注意しなければならない。頻回に血糖を測ります。気分不良時は教えてください） 他のチーム
己皮注を行っていた。その後、伝票を発見し、サインをする。その時、すでに他の看護師のサイン
の患者の場合は、特に、担当者へ確認する。 必ず、注射伝票・サインを確認し、施行の有無を確
が押してあるのを見るが、患者は「インスリンは未だ打っていない」と話すため、他の看護師のサイ
認する。
ンは気にとめていなかった。 その日の担当看護師が伝票をみて、実施者サインが２名分（担当Ｎ
ｓと当事者）があり、重複したのではないかと、確認されて、事故が判明した。低血糖が懸念され
る。
昼食介助をしようとして見本と見合わせて副菜が1種類足りないことに気づいた。調べると12名ほ 細きざみ食の患者の分がのっていなかったようだった。
点検確認不足。
どの患者にのぼった。
昼食介助後、ベットから降りようとした時、患者様が寄りかかってきたため患者様を支えきれず
患者様をベットの中央よりもっと左側に座らせるようにしたらよかった。患者の安定した姿勢を確認 患者はベット上で座位にて食事介助を行い、終了後は排気させためにベット上に座位（正座）姿勢
いっしょにベットから転落。
しないうちに介助者が身体を動かした
をとらせる。 食事介助者はベット上に上がりあぐら座り又は、正座し患者を座位とし、患者の頭部
を介助者の下肢で固定させ介助する。 患者の予測できない動きを常に認識して対応する心構え
を持っておく。
昼食後 当該利用者をトイレ誘導したまま 他入所者のトイレ誘導を行おうとした為 一人で便器 観察不足 排泄後のコール指導がうまくできていなかった
トイレでの排泄が終わるまでその場を離れない
より車椅子に移る際に 便器と車椅子の間に尻もちをつかれていた
昼食後，家族が歯磨きをしてくれていたが、さし歯が抜けた。
患者観察の不足
歯科医に見てもらう（確認の徹底）
昼食後、お茶を誤嚥
確認不足
ゆっくり食事介助する。嚥下確認して次ぎにすすむ
昼食後、ギャッチアップしていたベッドを水平にしようかと思ったが、本人より「もう少しおきとく」との リハビリ中であるが、自分がどこまで動けるかなど認識が不足している。又、痴呆もあり。
頻回の訪室に心がける。
返答であった。手の届く範囲の柵は固定されていた為、様子をみることとする。１２時５５分同室者
のご家族より「床に坐っています」と報告あり。ベッド上に患者をあげて、全身の観察をするが発
赤・腫脹・痛みなし。当直医より診察をうけるも、打撲などなく経過観察となる
昼食後、ベッドをギャッジアップしていた。看護学生より「Ａ氏がベットの左側に床に降りられてい 自分がどうやってベッドより降りたか、又、どうして降りようと思ったか経過不明。自分の行動に対 柵は高いほうと交換し、抜けないように固定する。 （ベット柵を乗り越えたとは考えにくかった為）
る」と報告を受ける。ベッド上に患者様をあげ、医師の診察を受ける。「柵がなかったから降りた」と して理解がない。痴呆症状あり。
頻回の訪室
言われたが、左方には２本柵がかけられていたので、どうやって降りられたかは不明。診察後、特
に異常所見なく経過観察となる。 （患者様は左不完全麻痺である）
昼食後、ホールから自室に車椅子で移動して、ベットに移行している時、左の足背に表皮剥離を 自分で動くことがあるので最後まで目を離さないようにする必要があった。患者さんは自分の体力 車椅子に移行した後は、患者さんから目を離さないようにする。 又、目を離すときはスタッフの目
発見する。
の低下が認識できていなかった。
の届くところに車椅子を移動する。
昼食後、ボチ軟膏のふたを開け、箸で食べているところを、同室の家族が発見したもの。
患者への観察・確認不足の問題点
１．スタッフ間で情報を共有する。２．ベッド周りに物を置かない。３．頻回に訪室、目配り・気配りを
行う。
昼食後、患者が看護師詰所に食後薬を取りに来たため、受け持ち看護師に確認しようと探した
患者は痴呆症状があった。 家族がずっと付き添っていると思い込んでいた。 看護師間の報告・ 看護師の休憩時間帯の報告・連絡体制の検討
が、休憩中で病棟不在だったため、看護師間の確認を行わず、午前中から面会に来ていた家族 連絡体制の不備
に内服していないことを確認し、昼食後薬を内服させた。後に、受け持ち看護師に報告すると、家
族が不在の時間帯に内服させたとの事だった。
昼食後、患者様のいすの下に形が崩れた錠剤が４、５錠落ちていた。
その患者様の席で一度は患者様が口の中に薬をいれるのを服薬確認をしていたが不十分だっ 服薬の際、嚥下が見られてももう一度、飲水させるなど、服薬の確認を十分に行う。
た。
昼食後、患者様の病室を訪れると床に座っており、スリッパが脱げた状態であった。本人、自力で 転倒のリスクのある患者様だったが観察が不十分であったために起こったと考えられる。
再度、観察の必要性を確認していく。
は立ち上がれず介助にてベッド上まで誘導。外傷、出血、痛みの訴えなし。
昼食後、看護師と保育士の2人で患者を車椅子から高柵ベッドに移動させた。患者がベッド上で臥 自分で寝返りをうったり、座ったりできる患者なので、患者が不意に動くこともあることを予測した 車椅子からベッドに移動する際に患者が動くことを考えてベッドの奥の方に患者をおろす。車椅子
床したのを確認後、車椅子をベッドから離してベッド柵を閉めようとしたところ、患者が寝返りをうち 上での対応が不十分だった。
を動かしたり、ベッド柵を閉めるときは患者に背を向けずにぎりぎりまで患者の身体に手を添えて
ベッドから転落しそうになった。身体がベッドから出ることはなかったが、慌てて患者の身体を支え
目を離さないようにする。
た。
昼食後、自室の洗面所で義歯を洗うと言われ、車椅子で洗面台まで移動介助をした。車椅子のブ 観察不足 安全ベルトをしていなかった。
車椅子から離れる時は安全ベルトをしてもらう。
レーキをかけ病室から離れた。数分後、訪室すると洗面台の前で車椅子から転落して尻餅をつい
ている患者様を発見した。
昼食後、自分で車椅子を操作し１階ロビーまで降りていたところを他の職員に発見される。
最近までいた施設では昼食後にレクリエーションを行っていたことから推察すると、そのときの記 食後は病室まで見守りを行う。
憶が残存していたためと考える。
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具体的内容
背景・要因
昼食後、便失禁があり、自分でオムツを交換し様と思い、ベッドサイドにある紙オムツを取ろうとし 午前中にテレミンソフト座薬を挿入しており、排便の予測はできるはずであったが観察が不充分で
10287 て体のバランスをくずし転倒された
あった。 患者様の理解不足 通常はベッド柵４個使用しているが、昼食後ベッド柵を４個にしてい
なかった
昼食後、抑制帯を胴に装着し体動があったが取れなかったため、下は確認せず部屋を去った。１ 胴の体幹抑制だけではなく、下で固定している方も確認せず去った。抑制したときに体動があった
３時３０分頃ＮＳコールあり、同室者の家族から「柵を越えてベッドの外へ出ている」との報告あり、 が、固定されていたため（患者が動かなかった）安心してしまった。他ＮＳが昼食時ギャッジアップ
10288
他ＮＳが訪室するとベッドと窓の間にもたれかかるように床に座ろうとしているのを発見。柵は上 した際、体幹抑制をはずした、昼食後体制を整えギャッジダウンした後抑制帯を胴のみ装着した。
がったままの状態であった。抑制帯（体幹）の下の固定は取れていた。
昼食前は抑制をはずしていないため、固定は下の方はされていると思い込んだ。
昼食後ディルームから他患者の移動をしていると 患者と同室者がベッドのそばの床で転倒して 記載なし
いるとコールあり ポータブルトイレにかかるつかまった状態で患者様と床に両膝をついて他打撲
10289
跡みられず 右膝軽度発赤ありスリッパがすべって膝を打った訴えあり支えると立ち上がり自力で
ベッドに戻れる 様子観察をし夕方再度確認するも異常みられず
昼食後に、昼食後薬、夕食後薬、眠前薬を内服してしまった。入院時より自己管理であり、今まで 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
10290
間違えて内服されることがなかったので間違わないと思い込んでいた。
昼食後に水薬を渡すのに、準備をしている途中で他の事を行い、渡したと思い込み渡すのを忘れ 準備の途中で他の事を行ってしまい、準備を後回しにしたため、そのままにしてしまった。
10291
てしまった。
昼食後に内服しなければならない薬を夕方内服の薬を用意している時に服用してもらっていない 忘れ
10292
ことに気付く
昼食後に内服のペルサンチンを与薬し忘れてしまった。 翌日の深夜勤務帯の看護師が残数の 薬袋に書いてある名前を見落としてしまったこと。
10293
合わないことに気が付き、指摘をうけ、発覚した。
10294 昼食後の内服指示を見落とした。医師に報告し様子観察とする。
指示箋の見落とし。 確認作業の不備。 注意力散漫。
10295 昼食後の内服薬の服用確認不足。
服用確認を時間を決めていない。
昼食後の内服薬を患者様に配薬することを怠った。
食事の時に配薬車の確認を怠ったため。 患者が内服を行なっていることを情報収集の時点では
10296
確認していたが勤務中での確認不十分。
昼食後の内服薬を患者様に与薬するのを忘れた。
確認不足
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改善策
排便誘導を行なった場合声かけを頻回に行なう ベッド柵は必ず通常と同じ状態を維持する
抑制帯の固定し直しを施行。体幹とベッド下にある固定を三箇所確認すること。（マグネットのゆる
みの有無、訪室時体幹抑制帯を引っぱり抜けてこないか確認）
高齢で両下肢血腫症あるため状態をみて車椅子で移動も必要と思われる スリッパがすべる時も
あるので家人にズックを依頼することも考えられた
大丈夫と思い込まないで、患者任せにせず、必ず確認をする。
準備の途中で中断をしない。やむ終えない時は、メモをしたり忘れないようにする。
ケース内を再度確認する。整理整頓を行い忘れない。
配薬かごの中には何人分かの薬が入っているので、一通りではなく、ニ通りは確認するようにす
る。
確認作業、患者管理の徹底。
服用を確認してから次の患者へ行くようにする。
食事の時には必ず配薬車を確認し配薬を行なうことを習慣づける。
一連の仕事内容とは違う特別な作業を行う際、メモを取るなどして忘れずに確認できる方法を取
る。
配薬の仕方について業務検討予定。

昼食後の内服薬を配る時、昼の膳と一緒に載せて配ったが間違って別の患者の薬を配ってしまっ 配薬する場合の確認の仕組み
た。患者が内服しようと袋を切って名前を確認したところ違っていることに気づきナースコールして
きた。薬は服用していなかった。
昼食後の内服薬を配薬しわすれたため、患者様が服薬できなかった、
土曜日勤務でスタッフが少なかった。全員の配薬終了後の確認を怠った。
多忙時の配薬前、配薬後の確認を再度徹底する。
昼食後の内服薬確認時、自己管理の内服薬に[ワソラン1.5錠分３]があった。さらに23日より当院 23日処方薬をセットしたとき、自己管理薬の中にワソランがあることを確認できておらず、二重に 自己管理薬と配薬がある場合は、内容を注意して確認する。伝票の薬名にマーキングしてわかり
処方の[ワソラン1.5錠分３]もあった。Ｄｒに確認すると、1.5錠/日でよいとのこと。本日朝倍量内服し セットしていたと思われる。自己管理薬の伝票には薬名にマーキングがされていなかった。
やすくする。
ている。23日はワークシートへのサインがないため不明。Ｄｒ報告し経観となる。
昼食後の薬（ブロミー）が飲めていなかった。 時間が遅れたが気づいた時点で内服させた。
薬を一日分部屋の床頭台の上に配り、担当の看護師が食事介助後内服させるようにしていた。看 配膳時に薬を床頭台から食事膳に入れる。内服を確実にするように申し送る。 担当看護師は服
護師が食事介助後内服させるのを忘れていた。 内服薬が開始になっていることを看護師は十分 薬を確認する。
把握していなかった。
昼食後の薬を渡し忘れ内服しなかった。
与薬情報の収集が正確にされていなかった
担当患者の管理を徹底する。スタッフ間の連携に努め伝達を正確に行うよう指導
昼食後の薬を配薬中声をかけられ業務中断した。再開したところラックＢは内服したがメキシチー 再開時の確認ができていなかった。
業務中断したならはじめから開始し、薬袋をすべて出して確認する。 「作業中断のカード」を使用
ルとセルべックスは投与忘れで内服されてないことが夕方分かった。
する。作成中。
昼食後より、内服薬の薬効・用法について本人に説明し、自己管理とした。昼の内服薬は本人に ・患者の理解度を看護者側が十分に認識出来ていなかった。 ・患者の理解度に合わせた自己管 ・自己管理から配薬へ戻し、患者の理解度を見ていく。 ・配薬にする場合は、袋に日付を記入す
テーブル上に置いたことを説明し、準備した。昼食後、本人より昼食後の内服薬をテーブル上に置 理できる状態で患者に渡せていなかった。
るなどし、重複内服が起こらないような対策を行う。
いていたものを内服した後、自己にて袋から取り出し、重複して内服したと報告がある。状況を問
うと、義歯を紛失し、探すことに夢中になり、一度内服したことを忘れており、重複内服してしまった
とのことだった。主治医へ報告し、経過観察の指示あり、観察を行った。
昼食後下膳に廻っていて昨日より流動食が開始になっていたにもかかわらず本日昨日とも昼食前 申し送り板には１５時血糖測定と記してあった
状態や指示の変化変更に留意し板に記入してあることもチェックして行動する
の血糖の測定が出来ていなかったことに気付く
昼食後車椅子にて不穏行動もある為 詰所に来られたが昼食後であり 看護師４人 助手１人
不穏行動あり 車椅子立ち上がろうとしたりしていることもあり 今までにベッドで勝手に下座坐位 車椅子時は必ず看護師のいる所で観察する 自分が患者から離れる時は他の看護師に其の旨
皆が詰所よりいなくなっていた時 車椅子より床へ座っている所を他患者の付き添い人が見つけ になったり転倒したりすることもあったのに 車椅子乗車中安全ベルトもせず一人放置してしまっ 伝える 安全ベルトを必ず装着する ベッドをたたみ マットレスにする
看護師に報告 左母指擦過傷あり 本人その他の痛みなし 当直医報告 イソジン消毒 オプサ た 短時間のことなので大丈夫だろうと思いこみ 自分が詰所を離れるが誰か詰所にいるだろうと
イトにて保護する
いう思い込み
昼食後食事半分以上摂取でインスリンをしなければいけなかったが主食全量副食三分の一摂取 インスリン施行時の指示を把握していなかった。
オーダーの確認 他のスタッフと確認する
したのに全体の二分の一ではなく副食二分の一と勘違いし施行しなかった。申し送りの時に気付
いた。
昼食後配薬のメネシットを患者のもとへもっていくと、付き添いの夫が退院後内服する分から飲ま 家族の理解の程度を把握できていなかった。 与薬の確認が不十分であった。
家族が内服を介助してくれる場合も最後まで何をいつ、どれだけ飲んだか必ず確認し、家族に頼
せたといわれる。そのためもっていたメネシットは引き下げる。その後患者の娘が面会にきて朝、
り過ぎない。退院後に内服する分の薬は誤って内服しないよう、患者、家族に説明をする。
夕で内服するはずのペオナールのからをオーバーテーブルでみつけたと看護師に言われる。夫に
確認するとペオナ―ルを飲ませたと言われる。夫は内服のことはよくわかっていないと娘は言われ
る。メネシットは内服していなかった為内服しもらう。その後主治医に報告し本日の夕食後のペオ
ナ―ルは中止と指示を受ける。
昼食後薬を準備時、朝食後薬のビソルボンが与薬ケースに残っているのを発見した。主治医へ報 与薬後の確認の不徹底。
チェックリストの活用
告し時間をスライドさせて与薬した。
昼食後薬を配薬していた際、普段錠剤のみ服用の患者様の配薬トレーに散剤が入っていたため、 夜勤看護師が昼食後薬、夕食後薬を配薬する際、再確認を怠った。
今回、配薬した看護師とは他のものが再確認を行なったため事故を未然に防ぐことができた。今
疑問に思いカルテを確認したところ他患者のものと分かった。
後も確認の徹底を図っていきたい。
昼食後薬与薬時、他患者の薬を混入させて与薬した。配薬箱から取り出したとき、薬包が３種あっ 薬包が３種あったが、一番上のものだけを確認して他のものの確認を怠ったため、起こってしまっ 配薬準備時、与薬時は細心の注意を心がけるようにする。 また、与薬時は薬包に印字された、
たが、一番上の薬包の名前だけを確認してその他の２つの名前の確認を怠った。与薬直後、患者 た。また、配薬箱に配薬時にも間違えて配薬してしまったことも原因となっている。
患者氏名・用法をきちんと確認し、患者様の顔も十分確認をする。
本人から自分のではないとの訴えで他患者のものも入ってた と気づく。
昼食時、お膳を取ろうと自分の前を通ったとの理由で、他患者の頭を叩く
1週間前より不穏状態が続いている
症状安定の為に状態報告を都度Drへ伝え、不穏時の指示をもらう。常に視野にいれる。刺激を避
け、他患者とのトラブルを回避する為、自室で過ごしてもらう。
昼食時、トイレ出入口で廊下に出ようとしたところ点滴架台が段差に引っかかり、前のめりに倒れ 食事時間でコップとフォークを手に持ちつつ点滴架台を押しながら歩いていたため。 もともと貧血 慌てずゆっくり歩行すること、点滴中であるため歩行時はできるだけ手に物を持たないように、指
軽く膝を打った。 外傷、打撲なく創部やドレーン類は問題なし。主治医に報告し様子観察となっ もありふらつき歩行と注意力に欠けるところがあった。
導していく。
た。
昼食時、ベットにオーバーテーブルを設置する際、外れて患者さんの右下肢にあたり、表皮剥離 確認不足
きちんとオーバーテーブルがはまっているか確認する
する。
昼食時、患者様が急に席を立ち、「詰まった、苦しい。」と言われた。チアノーゼはなく、洗面所にて にぎり寿司ということで職員に注意するよう声かけしていたが今まで、食行動に問題がなかった患 今後も特別な食事の際には、常日頃以上の観察、声かけを行う。
患者様にタッピングと嘔吐を数回促す。すると、いなり寿司の油揚げ２×３ｃｍ大のものが４片を患 者様であったので声かけ不足であった。自分から、異常を訴えることができる患者様であったので
者様が嘔吐された。
早く対応できた。
昼食時、患者様の食膳を他の患者様のものと間違えて出してしまった。
名札と膳の位置関係に不慣れな為、間違いを生じた。慣れていないことだったので他の職員に確 いつもと少しでも違ったり、迷いがあるときは第三者の確認を必ず取る。
認すべきだったがしなかった。
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具体的内容
昼食時、自力摂取している患者様が嘔気の状態にある所を発見する。お椀に小分けにして渡して
10317 いたが、大皿の副菜がなくなっていた。自分でお膳から大皿を取り、口にいっぱいかき込んだもの
と思われる。
昼食時、車椅子移乗する際患者さんの右踵部より表皮剥離させる。患者さんの両下肢がうまく動
10318
かない為、下肢がついてこず表皮剥離したものと考えられる。
昼食時、主菜がのっていないと患者様より訴えがあった。
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昼食時、主食が全粥に対して米飯を提供してしまった
昼食時、食事介助が必要のため、２口ほど食べてもらうと飲み込み切れず誤嚥しかかる。 吸引
施行、タッピングしてその後改善みられる。
昼食時、食堂まで杖歩行されているので、後ろから車椅子を押して見守りをしていた。ところがふ
らつき転倒した。すぐに押さえようとしたが上手くいかず、私の上に重なるように転倒した。特に異
常なし
昼食時、昼分の経管内服薬の注入を看護師三名で行う。薬は勤務室にてシリンジにつめられる。
ほとんどの患者への注入が済んで、患者Ａの薬を注入しようとして、Ａのシリンジが空になってお
り、他の患者に誤って投与されたことに気づく。 誰に投与されたのかも、誰が投与したのかも不
明。 誤って投与された薬は去痰剤、吐き気止めで、どの患者も異常ないことを確認し様観する。
昼食時、糖尿食の患者様の食事を渡そうとしたら、本人は別の方の食事を食べていた。誤って別
の方の食事が配膳され、患者様もそれに気づかず食べ始めていた。
昼食時に「先程から左上肢の入力困難がある、今までも時々出現したがすぐに消失する」と報告
あり。離握手が弱め以外の身体所見なし。その後患者から眼科外来の長椅子へ腰掛け時に左後
頭部を壁にぶつけたと訴えあり。 主治医の診察。左後頭部に1ｃｍ大の表皮剥離、腫脹あり。緊
急でＭＲＩ検査を行ったが、結果は問題なく経過観察となった。
昼食時にむせがあり、かけつけると窒息していた。すぐに食事を中止させタッピングを行う。しかし
本人はむせながらも、食事を食べ続けようとする。口腔内のものをかきだそうとするも、硬く口を閉
じて開けようとせず。看護婦数名で対応し応援ベルを鳴らし、医師の診察うけるも、四肢冷汗、尿
失禁、強度チアノーゼ出現し呼名返答なく、救急蘇生するも回復せず、死亡にいたる。
昼食時に血圧低下予防の為、ＱＢ，ＵＦＣをダウンしていた。食後に修正した時に本来両方を元に
戻さなければならないのに、ＵＦＣを戻す事を忘れた。透析終了時に発見したため、30分イーカム
追加した。 このまま気付かなければ、体重の残があり心不全や血圧への影響が出る可能性あり

背景・要因
改善策
本人の手の届くところにお膳を置いておいたことによるものである。副菜のお肉が固めであったた 近位で観察しながら、自力摂取をしてもらう。本人の手の届くところにはお膳を置かず、小分けにし
め、あらかじめお粥と混ぜるなどが必要であった。
て渡す。副菜が固めのときはお粥と混ぜるなどの工夫が必要。
患者さんの下肢が上手に動けないこと。

足の位置を常に確認して行動する。

チェックの仕組みの問題。 配膳前、チェック確認が不十分であった。

一人一人担当する物の配膳を責任をもって行う。 最終点検を一人から二人に増やす。入れ間違
い、入れ忘れがないか二度点検する。
食札のを確認せず配膳したこと最終確認時に全内容を食札と照らし合わせるときにチェックできて 配膳時食札を確認すること最終確認時、見落としが無いよう丁寧に確認する
いなかったこと
嚥下状態の観察、把握不足、ゴロ音あった為誤嚥の恐れがあった。
ショートステイ利用、初日でもあり、利用者の状態把握伝達を確実に行う。
車椅子より、患者に付き添っていなかった。杖歩行は不安定であった。

患者に付き添い見守りをこなう。

・投薬マニュアルがあったにもかかわらず守られていなかった。 ・三名のスタッフが関わってお
り、責任の所在が不明確。

・確認の徹底 ・マニュアルの遵守

確認すると、配膳された患者様の姓が一文字違いであり、思い込みがあった。食札の確認が不十 食札の確認の徹底。患者様にも協力を得て、食札を確認していただくようにする。
分であった。
設備の要因による 不可抗力
眼科外来に報告し壁の突起物の確認をするが、流し台を取り外した後の突起部分で取り外しは不
可であった。今までにぶつけた患者はいないとの事。
精神状態が悪化していて、常に落ち着きが無く、慌てていた。食べ物も飲み込むように摂取してい 精神状態の合わせて、食事変更を行っていく。食事を最後にくばり、看護婦がすぐ対応できる体勢
た。
を整えておく。食事の時間には、ポータブル掃除機をすぐ使用できるよう準備しておく。窒息の可
能性のある患者は看護婦が観察しやすいところへ食事時に移動してもらう。
業務手順、ルール、チェックの問題

受け持ちＮｓ，技師2名で食後の確認を行う

昼食時のお粥のなかに虫が混入していた。配膳前の確認時に見つけとりかえた
配膳時になんらかの形で虫が混入したと思われる。
昼食時の前に血糖測定の指示があり施行、スライディングスケールの指示があり確認しに詰め所 思い込み。最低値の基準が高いとは思ったが、患者の数値は高めであったが微妙な数値であり
にもどりカルテにて確認する。以前から最低数値から順に指示記載があると記憶しており上段の 大丈夫と思いこんだ。
数値をみて大丈夫と思いスライディングを施行せずリーダーに夕方再確認されミスに気がつく
昼食時配膳車の段を間違え違う患者の食事を配膳してしまい、看護助手がその患者の食事を配 業務手順確認
膳に行き間違いに気付く。
昼食摂取後、自分で席を立ちホールのテレビの位置に向かって１メートル位歩行した所で左に傾 歩行が不安定の為、バランスを崩したためと考えれれる。転倒場所は、障害物など無く床もぬれ
き転倒し尻もちをつく。外傷ないが歩行せずよつばい移動する。１０分後には立位で歩行する。
ていなかった。
昼食摂取後車椅子より転落。同室者の床頭台のみかんを取ろうとした様子である。打撲無く特に 本人自身、食事に対する欲求が異常に強い為食べ物を見ると自己の感情コントロールが出来ず
訴えなし。Ｄｒ指示で経過観察となった。
他人の物でも手にとろうと行為があった。
昼食前 患者様がベットサイドでしりもちをついているのを発見する．足元のベット柵も外れてい
リハビリ開始前足元柵がなかったので、リハビリ後担当者も柵を１箇所しなかった。
た．主治医報告後様子観察指示あり 下肢痛の訴えなく経過
昼食前、バタバタしており、一緒に３つの事を行っていた。２人しかＮｓがいない中、昼食配膳迄に 人員不足
終らせなければならない事が終っていなかった為焦っていた。１１時５０分、１２時から分の点滴を
更新する際、後１０分でしなければならない事を考えながら点滴内容は確認し、輸液ポンプの滴下
数、予定量をチェックし、どこから入っているか確認せず更新してしまった。ＰＭからＨＤの為ＨＤ室
へ誘導した際、ＨＤ室Ｎｓによって発見される。軽度静脈炎になっており、ルートを抜去した。
昼食前、ヒューマリンＲ１０単位を吸い上げた注射器をプラスチックケースに入れて、患者様の部 注射器をバットに入れて患者様のところへいかなかったこと。リキャップをしてしまったこと。
屋を訪室する。皮下注射し、針を抜き、注射器を置こうとしたときに、バットを忘れたことにきずく。
ひとまずオーバーベッドテーブルの上に注射器を置く。その後プラスチックケースの中に入れて
あったきゃっぷをすくうようにしてはめる。プラスチックケースに入れた注射器を持って、退室する。
廢棄ボックスの前で、捨てようとして注射器を持つとキャップから針が出ており、左手人差し指に刺
さる。血液を絞り出し、流水で洗い流したあと、日責師長さんに報告。採血行う。また、１ヶ月後にも
う1度採血し、データみくらべることとなる。
昼食前、廊下を散歩中すべりしりもちをついた。就寝前になり、しだいに左でん部が痛くなる。当直 廊下の一部がぬれていたのではないかと考えられる。履物は、サンダルでは歩きにくいものと考
医の診察を受け、湿布処置となる。
える。
昼食前いつも通りＢＳチェックを施行。インスリン注射は定時となり、朝、夕のみになっているにも 忙しさに追われ通常通りの確認をせず実施をしてしまった。
関わらず、いつもと変わりないと思い込み確認を怠り、インスリン2ｕｉｓ施行してしまった。リーダー
より本日から定時になり昼は無い事を指摘され、気付いた。リーダーより主治医へ報告。患者様は
低血糖症状なく、意識レベルの低下は無かったが忙しさに追われ通常通りの確認をせず実施をし
てしまった。今後は基本的な確認を確実にしていくべきと考えます。
昼食前のDX測定を忘れてしまった。インスリンのスライディングスケールは昼はなかった。
業務のチェックの仕組み
昼食前のデキストロ測定の追加指示があったが指示を見落としたため実施しなかった。
確認不足 指示伝達の不備、指示変更の連絡がなかった。
昼食前のデキストロ測定を忘れた。
確認不足
昼食前のベイスンを与薬する時、患者様と廊下で会ったので名前を確認し手渡した。食後患者様 ･薬を廊下で渡した事 ・患者様の顔を知らないのに、確認の方法がずさんである
が別の人であったことがわかった。
昼食前の血糖チェックが必要な患者様の血糖チェックを忘れた。
チェック体制の不備。
昼食前の血糖検査を忘れた。
確認不足（勤務開始時に指示シートで処置を確認したがこの患者様の指示シートがなかったため
確認を怠りそのままにした。） 見落とし
昼食前の血糖測定の指示がないにもかかわらず、測定を行いスケールにてインシュリンを注射し 血糖測定の予定が記入してある測定表の記入は昼食前にも血糖測定を行うようになっていた。
てしまった。主治医に報告をしそのまま様子観察となった。患者様は低血糖症状などは見られな
かった。
昼食前の血糖測定を施行せず食事をされた。昼の配膳前に患者様には説明していたが他の患者 説明不足
様のケアをしていて訪室が遅くなった。訪室した時は食事をした後であった。すぐに血糖測定を施
行し医師に報告しインスリンの指示をもらった。
昼食前の血糖測定を忘れた
他のことに気を取られていた
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盛り付け前の確認および配膳後の確認の徹底
基本的な確認。おかしいと思った時点で他のスタッフにも確認をもとめるべきであった。
食事の名前を十分に確認する。
歩行不安定の時は常に視野にいれ付き添って歩行する。
本人もしくは同室者の食べ物が視野に入らないよう常に整理整頓する。車椅子座位中は職員間
の連携を密にし頻回に訪室し見守る。
必ずベッド柵４箇所使用するように、医療者間の情報伝達もしっかり行っていく。
補充

注射、点滴類は必ずバットにいれて、患者様のところへ行く。リキャップはしない。

廊下の点検を密にする。履物は、サンダルではなく運動靴など歩きやすいものを考慮すべきと考
える。
基本的な確認を確実にしていく

担当のナースは業務内容をよく把握しチームメンバーにも予定をわかりやすくしておく。
指示変更したときは看護師に知らせてもらうように医師に知らせる。
休憩前の指示書チェックは確実に行う。 タイマーを使用し忘れないようにする。
・薬は病室で患者様のベッドネームを確認して渡す ・患者様は誰でも呼ばれたら「はい」と返事を
しがちである事を認識する
１つ１つの処置が処置板（処置ボード）に書かれており、そのチェックをすることを徹底させる。
勤務開始時に指示シートがないときは前勤務者に確認をする。コンピューター画面で指示の確認
をする。
血糖測定の予定表の記入をダブルチェックで行う。 血糖測定はカルテで確認してから行う。
血糖測定のある患者様には分かりやすく説明する。 配膳前に血糖測定できるように業務配分を
考える。
自分のしなければならない事を、その都度振り返り、確認をするべきであった。
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具体的内容
昼食前の血糖測定を忘れた。○月7日より血糖測定３検本人の理解力はあったが患者もきづかず
食事を開始してしまった。15時ケアフロー入力時に気づき、主治医へ報告。スライディングには
ひっかからない患者の為、昼のみ飛ばすこととなる
昼食前血糖測定を忘れた 食事中に測定した
昼食中に自己抜去してしまった。
昼食配膳後、病棟より「患者様からお粥の中に虫が入っていたという報告があった。」と電話連絡
があった。 お粥をよそっている際には気がつかなかった。 新たによそい直したお粥を患者様に
お持ちし、謝罪した。 患者様の信頼度を損なう結果となった。
昼食配膳時，２人の患者の取り違えた。 Ａ氏のつもりでＢ氏の配膳を持って行き，名前を読み上
げず渡してしまった。 ３口食べてしまった。 影響はない。
昼食配膳時、点滴確認すると違う患者の名前の点滴ボトルがさがっていた。内容、速度とも同じで
あったので氏名を書き換えた。
昼食配膳時、配膳車に同じ患者名で違う食事が（上下に並んで）入っていた。その日の朝全粥か
ら常食に変更する伝票を降ろしていたが、変更前と変更後の食事が両方入っていて、どっちを配
膳すればいいかと助手さんに聞かれ分かった。
昼食配膳時、膝胸位の姿勢で顔を布団に伏せている。昼食の声かけをすると、ゆっくり立ち上がり
トイレの横の小窓まで歩いていく。その場に到着すると、少しふらつき、小窓の柵につかまろうとす
るがつかまれず、そのまま後ろに転倒。後頭部をトイレと床の境の隅に強打する。声かけするも返
事無く、眼球上転の状態が5秒続く。その後、『眠い』『トイレ流してないから行こうとした。』等、声か
けにはっきりと返答する.BP106/88mmHg、P88。後頭部腫脹（ー）、外傷（ー）、吐気(ー)、嘔吐
（ー）。主治医報告。様子観察の指示あり。
昼食配膳中に突然 Ａ氏がＢ氏の頬を叩く
昼食薬の確認中、臨時薬がセットされていないのを発見する。処方箋をチェックし、薬袋をチェック
後配薬箱をセットする。
昼食用の豆腐を決められた分量より、多く使用した（翌日の分まで、使ってしまった）
昼内服する薬が２錠あったが１錠しか渡さず内服を忘れてしまった。夕の申し送りのときに指摘さ
れ気づく。患者に影響なし。
昼分の与薬を行なう際、処方箋の中止指示を確認せず、中止になった薬の投与を行ってしまっ
た。夕方カルテ記載時に中止になっていることを同職者より伝えられ、発見。
昼分内服を準備した際に2袋あった内服のうち1袋を出し忘れ内服しなかった。

背景・要因
午前中に検査2件と入院受けのためのベットチェンジがあり多忙で忘れていた

改善策
落ち着いて業務にあたる。

忘れ
患者、家族への説明による理解が不十分であった可能性
盛り付け時の気配りが足りなかった。 厨房内の衛生環境にも問題があると思われる。

食事休憩中に入る前に処置表確認
ルート設置位置の確認。配膳時の患者等への注意喚起の実施
今回、どの時点で虫が混入したか特定できないが、食品もりつけの際には、盛り付け前の食器に
も異物付着等がないか、蓋をする際にも再度異物混入はないか細心の注意をはらうようにする。

確認不足。決まり事を守っていない。 この病棟の体質が問題。 病棟の責任者の統率ができて
いない。
業務手順確認

看護体制の見直し。責任者の更迭を考える必要がる。教育指導者，現場責任者を含め看護部指
導者クラスが元凶である。 責任者の資質に問題があることを看護部長が分かっていない。
点滴施行時は、５つのｒｉｇｈｔの手順を徹底する。ウオーキングカンファレンス時は、その日に受け
持った最初の時は、酸素、点滴を確認することを徹底する。
栄養課へ検討依頼。 食事が指示変更になったら、指示前の食事は作らないように。 食事箋の
ダブルチェック

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

臥床または座位から立位歩行するとき、ふらつきに注意する配慮に欠けていた。また、これまでに 臥床等をしていた患者が看護者の声かけ、誘導等により動作を開始し、起立から行動すると考え
転倒等の自己が無かったため、本人任せになってしまいふらつき等の観察不足であった。
られる際は予測しうる事態に注意して看護者は患者への働きかけをしていく。

精神的に不穏だった。
確認が不十分だった。

本人に相手が悪くても叩く事は暴力になるので看護師を呼ぶように説明した
配薬前のダブルチェックを徹底する。誤薬エラーキャンペーンをもう一度行う。

注意不足
確認不足

再度確認を行う
確認を正確に。処方にて確認をする。

与薬を行なう際に薬を与えるという自覚に乏しかった。処方箋の中止に気づかなかったのも、一包
化されているものは数で確認をしていた為に何の薬が入っているのか確認していれば薬名が赤
字で消され、中止になっていることに気づけていたと思われる。
2度確認したつもりだったが出来ておらず休日のため急いでケア言った、袋から薬袋を全部取り出
していたが出したつもりで又しまっていた。
確認不足。

何の薬を患者様に与えようとしているのか、確実な与薬を行なうという責任感を持つ。一包化され
ている薬も処方箋と薬を名前、量を確認して慌てず行なう。 薬の変更があった場合には申し送り
を行う。
必ず再確認する。手順は守っていたが確認する2度見直すことを忘れない。

昼分内服準備した、昼食時他の看護師が与薬をしたが日付は確認したが昼か夕か薬袋確認せ
ず、夕食時に夕分内服が無いことに気づき調べてみると昼分が残っているのに気づく。
昼夜不穏行動あり家族付き添い中であるが、ﾍﾞｯﾄﾞ柵を乗り越える行動再三あり、ｵﾑﾂ交換時、腰 不穏行動の状態の患者さんであるにもかかわらず、家族にﾘｽｸの説明と指導が出来ていない。
部の擦過傷を発見。
昼薬を服用させたところ、配薬ボックスの中に、ある患者様の薬がないことに気づき探した。他患 昼薬配薬時の再確認が必要だった。マニュアルの徹底がされていない。
者様のところに２袋入っていたので疑問に思い確認すると、探していた患者様のものだったた。
昼薬を服用させたところ、配薬ボックスの中に、ある患者様の薬がないことに気づき探した。他患 昼薬配薬時の再確認が必要だった。マニュアルの徹底がされていない。
者様のところに２袋入っていたので疑問に思い確認すると、探していた患者様のものだったた。
昼薬を服用させようとしたところ、服薬を確認しようと義歯を外したときに、服用した薬（錠剤）が１ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
錠、本人の口の中からこぼれ落ち、その際に隣で服用していた患者さんも、自分の服用しようとし
た薬（ベイスン）を１錠落としてしまい、それを本人が、一緒に本人の口からこぼれ落ちた薬だと思
い、２錠服用してしまった。 当直医に報告・診察を受け、本人に対して今回の事情と今後の事に
ついて説明をし、バイタルチェックと血糖値のチェックの指示及び、缶コーヒー等での糖分摂取を
行い、低血糖の予防を行った。４時間後に血糖値が74となった為、医師の診察後、再度糖分摂取
を行って血糖値は100に回復した。
昼薬終了後、配薬カートに夕食薬を入れようとしたところ、袋の左側上部が切れすぎて袋が開いた 薬の袋を切るときに確認が不十分だった
状態であった。袋から薬がこぼれる恐れがあった。
昼薬準備中ケースの中に入った朝薬の薬を発見。与薬しなかったことに気づく。主治医報告。様 与薬忘れのないように与薬終了後、他の看護者に空ケースを確認して貰っていたが、本患者は早
子観察の指示あり。
飲み患者用ケースに入っていて、確認がもれた。
注射オーダーの確認を看護師2名で行ったが、投与方法まで確認せず、静脈注射の指示であった チェックの方法に問題あり。
が、筋肉注射をしてしまった。
注射オーダーを処理する時点で×3と書いてあった為、確認せず時間を組んでしまった
勤務交代時であり、準夜の看護師がオーダーを取り、深夜の看護師に申し送ったのは他のことだ
けであった。
注射カートによる払い出しでロヒプノール注５Ａ払い出すところを ロピオン注を５Ａ払い出してし
思いこみによるミス。病棟ではよく払い出すロピオン注なので勝手に思い込んでしまった 他人の
まった 監査者もこのミスに気付かなかった 病棟より誤薬の連絡が入り正しい薬品と交換した 監査によるダブルチェックシステムが機能しなかった
患者様には投与されていなかった
注射セットにおいてデカドロン注をセットすべきところ、リンデロン注セットしてしまう。病棟が注射混 一人調剤､一人監査時の問題
注チエックの際発覚。土曜日なので一人調剤､一人監査であった。
注射のノイアート（朝１回）とオルガラン（朝・夕）のルートがあったのに気づかず、１７：０５にカー
・カーデックスと指示の確認不足。 ・注射伝票の書き忘れ、伝票をおろす際の確認ミスがあった。
デックスを見直して気づいた。伝票も書き忘れてあり、物もなかった。ノイアートは冷蔵庫内にあっ ・カーデックスに記載してあったが、視野に入ってなく何もないと思い込んでいた。 ・点滴内容が
たが、気づかなかった。気づいた時点で施行し、その後のオーダーを主治医に確認し、準夜に申し 多く（化学療法中）、カーデックスがわかりにくかった。また、下のほうに書いてあり読みづらかっ
送った。患者には影響なく、指示された量は投与することが出来た。
た。
注射の監査時ビタルファ１Ａセットすることを忘れた
注射ラベルを確認した時点で薬品が入っていると思い込んだ
注射の作成時に生食の数量を間違えてしまった。患者に影響はなかった。
確認のミス。
注射の指示は一日二回から一回に減ったのに、二回のままで指示受けをしてしまった。
病棟内で決まっている手順を踏まずに処理してしまった。
注射の準備をする際、薬液をつめるボトルを間違えた。気づいて、患者への被害はなかった。
作業台で２人で準備していた。薬剤を詰めるとき、自分が準備した薬剤ボトルと他の人が準備した
薬剤ボトルを確認しなかった。伝票で確認したものと思い込んだ。トレーに入れて区別して準備し
ていなかった。
注射の中で一種類セットするのを忘れた
作業を中断したため
注射ラベルはすべてオペ前となっており、病棟看護師が気付き、電話連絡があった。
慌てていて、確認が不十分であった。
注射をイノレット３０Ｒとペンフィル３０Ｒの間違い
５名の患者さんの注射箋と５名のインスリンを持ってベッドサイドに行った

注射を間違った患者に打った。生食２０ｍｌ＋ガスターと生食２０ｍｌ＋オメプラールを間違えた。特 １．自分の受け持ち患者の点滴準備が多忙のためできなかった。２．準備された点滴の確認をし
に影響はなかった。
なかった。３．注射時確認していなかった。
注射液を蒸留水５ｃｃで溶解するところ、２０ｃｃで溶解した。患者さまの部屋へもって行くことはなく
ラベルに筋注と記入がなかった。
10381
事前に気付いた。
10380

404

再々の確認を実施する。
転倒ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（家族に危険性が高い事を説明し、
医師・家族を含めた対策を検討する。床敷きマットに変更など）
マニュアルに沿った業務を行うよう注意する。
マニュアルに沿った業務を行うよう注意する。
服薬の確認の際の手順を見直す。 こぼれ落ちた薬に関しては、看護者が確認する。 服薬させ
る際に、落とさないように注意する。

袋を朝、昼、夕、それぞれ切るときに慎重に行う。薬が落ちないようにセロハンテープで対応する。
切るときに注意をし、職員全員に再度声かけする。
確認漏れが無いよう、すべてのケースの確認を十分に行なう。
「薬品名、量、投与方法、時間」は必ずきちんと確認することの徹底を図る
オーダーを出した医師に確認すべきであった。
異なる監査者によるダブルチェックを実施していて気付かなかった ミスなのでこれ以上対策は考
えられませんでした とにかくモチベーションを保ちつつチェックするしかないと思われます
ハイリスク薬剤に対する危機感をもった仕事の遂行を指導
・注射施行前は確認を十分行うよう指導。 ・注射オーダリングになり、伝票の書き忘れはなくなる
と思われるが、ノイアートなどは特殊な薬剤であり十分注意するよう指導した。 ・カーデックスは
分かり易く運用するよう指導した。
注射ラベルと薬品の両方を照らし合わせて確認する
徹底したダブルチェックを行う。 思い込みの業務ではなく、カルテの確認をする。
マニュアル通りの伝票処理や指示受けを行うように指導し直す。
注射の準備は、マニュアルに沿って伝票の確認を行う。声だし・指差しを行う。
ひとつの流れの作業を終了して次の作業を行う
病棟に、注射ラベルの記載変更をお願いした。
注射箋と注射器の確認。ペンフィルとイノレットの確認、インスリン製剤のの均一化（Ｒ、３０Ｒ、５０
Ｒ、Ｎ、ランタス）
１．多忙の原因と対策、勤務体系に問題ないか。２．自分で準備していない時は余計に点滴内容
名前の確認を行ったほうがよいのでは。３．点滴準備、名前の確認、現場の氏名の確認を。
薬局に”筋注”と入れてもらうことにした。

具体的内容
注射器の置いてある棚の横で、患者の散剤を溶かしていた。中材が注射器の補充を行うと声をか
10382
けられ、慌てたため、マドラーで、溶解カップを引っかけてこぼしてしまった。
注射係りとのダブルチェック後に抗生剤を生食１００ｍｌに混入しようとして、病室と患者の姓は合っ
10383
ているが、名前が違っている事に気付く。伝票を再度確認して、患者の名前を正しく書き直す。
注射係りをしていて、オメプラゾンの点滴をしなければならないのにミドシン（抗生剤）を点滴してし
10384 まった。5分程度入ったところで気がつきすぐに変更。主治医へ報告。患者様の変化はなかった。
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背景・要因
声をかけられあわててしまった。注射棚の横という環境がよくなかった。

改善策
慌てずに落ち着いて行動する。場所を考えて、作業を行う。

同姓の患者がいた。 ダブルチェックの時に、薬品名に目がいって、ボトルの氏名のほうに目が
フルネームと照らし合わせてダブルチェックする。
いっていなかった。
溶解するときに容器への思い込みがあったとの事であるが、ミドシンはアンプルであり、オメプラゾ 注射マニュアルに沿った確認作業と声だし確認の励行。
ンは溶解を要するバイヤルである。患者とワークシートと薬剤の3点確認を怠った。また、この病棟
の注射係りは早番（7：00出勤）がするため、睡眠不足なども考えられる。
注射指示シートを出力した時は抗生物質の指示が入力されていなかった。深夜勤務で指示シート 医師と看護師の連携不足 指示出しのルールが守られていない。
緊急や臨時で指示を出した時は看護師に知らせるように医師に徹底してもらう。
をコンピュータ画面で確認をしていたところ前日の夕の抗生物質の指示が入力されていた。深夜
勤務で前日の夕の分の抗生物質を実施した。
注射指示シートを出力する時に注射指示がある患者様を確認して指示のある患者のみ注射指示 指示のある患者のみ注射指示シートを出力した。 決められた時間より１５分間早く指示シートの 出力の時間を守る。 オーダリングの画面で指示の有無を確認して指示のある患者様のみの指示
シートを出力した。翌日、患者様の抗生物質が指示されていることを他看護師が発見し、注射実 出力をした。
シートを出力すると見落とす可能性が高くなるので全員の注射指示がなくても出力して確認する。
施忘れが分かった。
ケアシートと注射指示シートを照らし合わせて確認する。 指示シートを出力してから指示変更や
追加指示をしたら看護師に連絡するように医師に依頼する。
注射指示は生食５０ｍｌ＋ダラシンＳ１Ａであったが生食１００ｍｌ＋ダラシンＳ１Ａを準備して施行し 確認不足
ダブルチェック者も責任を持って行う。
てしまった。
注射指示表に点滴内にラシックスの追加指示があったが、処方箋の記載ができていなかったため 医師の処方箋記載忘れ
医師の記載忘れであったことを医師に伝えるとともに、ダブルチェックと不明確な指示の場合は医
医師に確認し施行した。
師に確認することの重要性を伝達した。
注射指示箋に記入してある組成の倍量で日勤者が薬剤を作成。薬剤の組成を充分に確認しない 準備してあった薬剤のハンプの量は確認したが、蒸留水の希釈量の確認をしなかったため。 シ 準備されている薬剤の組成は確実に確認する。また、シリンジ交換時にも組成を確認しダブル
まま持続点滴を交換。次の夜勤者が薬剤組成を確認時、希釈量が違うことに気付く。誤った希釈 リンジ交換時薬剤の組成量が同じかどうか確認すべきところをしなかったため。
チェックしていく。
の薬剤は4時間投与されていた。バイタルの変動はなく、医師に報告し薬剤組成変更せず経過観
察となる。
注射準備時に患者様に話しかけられ，それに応じながら，注射を詰めるがグリセレブ200ｍｌ内に 患者様と話しながら点滴を詰めてしまった為、注射処方箋と注射薬を確認しなかった。
注射準備時は必ず集中する
透析後の強ミノＣを誤って混注
注射処方箋（抗がん剤）5%50ml×1本、ナベルビン（10mg)×3本のところ5%500mlを払い出す。担当 ブドウ糖液50mlは規格が無いため500mlだと思い込んだ。またナベルビンは添付文書にも50mlに 今回は外科担当薬剤師の指摘により早急に発見対応することができ、患者に未投与で済んだが
薬剤師の指摘をうけすぐに病棟に連絡したがすでにナベルビンを混注していた。Drに確認しその 希釈することと記載されていたが熟知していなかった。（知識不足）
緊急処方で注射を払い出す際は、取りに来た看護師とも入念にダブルチェックを行なう。
薬剤を廃棄処分とし新たに調整しなおした。
注射処方箋で確認しながらソリタT3号G500ｍｌをソリタT3号500ｍｌと間違えて準備する。実施前の 薬剤の配置場所の問題
薬剤の配置場所の変更と、表示薬剤名を現状より大きく表示
確認時発見する。
注射処方箋には、ボスミン3管と記載されているも、払い出された物は、ボスミン1管だった。
外来の処方が沢山あり、気持ちが焦っていた、又ダブル確認する余裕もなかった。
再確認の励行と、ダブル確認の実施
注射処方箋の調剤・監査間違い。生理食塩液20mlの処方を間違えて塩化ナトリウム注射液20ml 包装がよく似ていて、思い込みがあった。
包装をよく確認する。包装がよく似ている薬剤は置き場所をかえて置くようにする。
を調剤し、監査時もチェックできていなかた。看護師がチェックした時に気がついてくれた。患者に
は影響はなし。
注射処方箋をみて、調剤、監査を薬局でおこなったて、詰め所に薬をもっていったが、看護科が再 フルクトラクト２００とＫＮ３Ｂ２００の大きさや、形が良く似ており、また、保管している場所も同じよ フルクトラクトとＫＮ３Ｂの置き場所を離した。 監査を慌てずにすることを薬局内で徹底した。
度監査してくれたら、違う注射薬が入っていた。フルクトラクト２００の指示なのにＫＮ３Ｂ２００を間 うな場所においていた為このようなヒヤリハット発生がおこったのだと思う。
違えて出していた。発生時の状況は特に忙しいことはなかった。 患者への影響はなし。
注射調剤でアミパレンをアミノレバンをセットするが、病棟で判明し交換する。
１人調剤で声出しチエックをしなかった。
１人調剤の時は声出しチエックを必ずする。
注射調剤の際、１％プロポフォール注20mLを払い出すべきであるのに、１％プロポフォール注
複数規格が存在することを知らなかった知識不足と多忙であったこと
調剤は必ず確認しながら行なう。また、薬剤に対する知識の研鑚を怠らない。
50mLを払い出してしまった。
注射伝票の抗生剤の指示が「ー３０ＣＣして施行」と記入してあり、その理由を他の看護師に聞い 伝票の意味が不明まま実施した。指示が不明であった。
指示をわかりやすく書く。
たが知らなかった。その為、患者様は体も小さく循環器科が行う水分管理のためだろうと考えキッ
トを開通させる前に生食３０ＣＣ引いて溶解した。しかし、薬物の効力の関係で日内の抗生剤のグ
ラム数を抑えたいとのことだった。すなわち、溶解したものを３０ＣＣ引くことであった。
注射伝票を確認し注射を施行し、サインしようとした時、指示が中止になっていることに気づいた。 注射が中止の指示は看護師がカルテから指示受けし、注射伝票の実施用の伝票に中止と転記し 8月から指示書の種類が3枚になったが、このようなミスが発生しているため診療録として適当であ
日勤看護師の指示受けのサインは無かった。深夜勤務者が夜勤の時間帯にカルテの指示書の 薬剤を返納するが、指示受けサインが無かったということは、指示拾いが落ちたか指示が出てい るのか評価が必要。現状では、指示書は1枚だけでなく他のものも気に留めて確認する。
確認を行うことになっているが今回は行っていなかった。
ることが解らなかった（指示棒がたたっていなかった）のどちらかである。現在、指示書は注射用・
処方用・一般指示の3枚があり、同日に違う指示がでているので、指示棒がたっていても見落とし
た可能性がある。指示書が3枚ということが見落としにつながる。
注射伝票抗癌剤に生食１００ｍｌとありＤｒミキシングし看護師が点滴メニューで確認したが、カルテ 業務手順の確認
指示を受けるとき、内容をしっかりと確認し受ける。
記入時Ｄｒ指示を見ると生食ではなくソリタＴ１を２００ｍｌであった。
注射薬と注射ラベルの入れ違い
確認不足
確認する
注射薬のラベルを別の患者の名前で発行病棟へ出庫してしまったが病棟で翌日気付き指摘され ラベル発行の際、科をコピーするつもりが上の段の患者の名前も 一緒に誤ってコピーされてし 通常はラベル発行と準備者が異なるため気付くものの 両作業を同一人が行ったために発生する
患者様への誤注射はなかったこと。
まったことで、準備する際、 伝票の名前とラベルの名前を良く確認しなかったこと。
もの。 原則どおり他者が行うようにすること及び監査の徹底を各人が 再認識する。
注射薬の冷所品をセンターの冷蔵庫から、ワゴン上のアイスボックスに移す際、１病棟分の冷所 複数病角冷所を一度にワゴン上へ乗せ、冷蔵庫の棚を１段ずつ確認するのを怠った。業務終了 終了前にワゴン上、冷蔵庫内を目視で確認をする。
品を確認が不足な為、セットし忘れてしまった。病棟看護師より、払いだされていないと連絡あり、 前に、確認をしなかった、該当病棟の冷所棚は狭くて暗いところにあり、外観からは確認ができな
不足分を払い出した。
い為、トビラを開けてトレイの中を確認する必要があったがそれを怠った。
注射薬を薬局をへもらいに行き病棟にもどる途中、廊下に伝票をおとした。気づかずに戻り後他 運搬時、注射薬と伝票を袋に入れて、手で持っていた。籠を持参しなかったためすべり落ちたと考 薬品の貰い受けは、箱または籠に入れるようにした。
のNsが拾った。自分は病棟に戻ったとき伝票がないことに気づいたが、薬局に忘れたと思い込ん えられる。
でいた。
注射薬請求で生食溶解液キット１００ｍｌのところ生理食塩液１００ｍｌを 病棟に送った。病棟から 確認不足
確認の徹底
間違いを指摘された。
注射薬無菌調剤の際患者ＡのＰＮツイン2号と患者ＢのＰＮツイン3号を間違って反対の病棟に補 薬剤部での確認不足 ダブルチェックが有効的でない 看護師の確認不足 遮光袋がかかってい ＰＮツインの輸液はほとんど遮光袋がかかるが 「１・２・３」の数字が大きく書いてあるのでよく見る
給した。患者Ａは看護師の監査で間違いが発覚したが、患者Ｂは看護師も気がつかずそのまま実 てわかり難い
こと。 注射箋と薬剤との照合確認 切り替える時は声だし確認する
施した。報告後インスリンを調整され、患者は異常なく経過した。
注射予約票と診察券の確認をせず、スピッツのみで患者確認をして採血を実施。複数検体があっ 確認不足（スピッツと患者のみの確認）
・スピッツと診察券、予約票の名前確認をすること・スピッツは全部そろったことを確認して採血実
たがスピッツ全部そろわない状態で採血したため、患者には再度採血することになった。
施
注射箋がマキシピーム注１回２Vの指示の所、1回１Vで払い出してしまい、病棟より足りない旨の 前日まで1回１Vであったので、処方せんを注意深く見るのを怠った、思いこみがあった。
注意深く見る
指摘を受けた
注射箋が定位置にもどっていないため、夕方の抗生剤注射があることにきずかず投与忘れが発 注射箋の保管が適切でなかった。違う場所においていた。
注射箋保管のルール遵守。決められてケースにもどすことを遵守する。注射の保管している引き
生した。翌日の日勤者が投前日夕方の抗生剤をみて発見。
出しを確実に点検する
注射箋で指示を確認し薬剤を作成、施行。次に別の時間指定になっている薬剤を投与した。しか 中止指示を見落とし、思い込みをしてしまった。
指示は確実に確認し行う。
し更に次の薬剤指示と重なるため、医師に確認したところ中止になっている薬剤を投与したことに
気づく。
注射箋に４日までの指示で点滴終了になっていたが薬品は降りてきており間違って作成してし
注射箋の確認不足。
注射箋コピーでわかりにくければカルテで確実に確認する。
まった。別の看護師が施注しようとしたところ患者様より昨日で点滴終了と聞いたと指摘され、気
がついた。
注射箋の数字が読みにくく濃度の違った物を実施した。
指示箋が、５枚の複写になっているが筆圧が弱いと下に行くほど薄く読みにくくなる。
複写枚数の減少をする。
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10413

10414

10415

10416

10417
10418
10419

10420

具体的内容
注射箋記入（医師）の約束が守られていない。時間指定なし、読みにくい。翌日の注射箋は処方
箋もう一枚で記載する約束になっているが、それを伝えるとおかしいと記載してくれなかった。（2名
からの提出）
注腸の検査後、患者様の検査着（右腕）に血液が付着しており、声をかけて右腕（前腕）を見てみ
ると１×１ｃｍ大の皮膚はく離があった。患者様本人は気付いていなかったが、傷は検査中、台の
上で動いてもらった際にできたものと思われる。創部をヒビテン消毒し病棟看護師に申し送りをし
た。
注腸検査のバルーンカテーテルを膣に挿入した。すぐに気が付き抜去したが少量のバリウムが子
宮内に入った。医師に報告確認。身体には影響がないとのことでその旨を科長より患者に伝え謝
罪する。
注腸検査後患者様が会計箋を更衣室に忘れていった｡患者退室後更衣室を確認したところ発見
し、すぐに内科と２階の会計で患者様を探したが見つからなかった｡未請求フローチャートに従っ
て、患者自宅に連絡し、次回来院時に支払ってもらうように説明した｡（金額は１９００円で患者様
の了解を得た｡）
注腸時造影剤を注入後にフィルム搬送エラーを起こす。吸盤バルブの位置がずれていたため復
帰に時間がかかり撮影室を移動し検査を続行した。患者様にはお詫びをし納得して頂いた。
注腸食摂取中の患者が、低血糖症状にてＢＳ49となり、50％ＴＺ40ｍｌ静注に落ち着く。ＤＭの既往
はなく、注腸食のオリエンテーションがいっておらず、水分摂取の説明をされていなかったため、朝
食後からは何も取られていなかった。
注腸前処置のため、19時マグコロール１包服用。反応便がみられ始め、トイレにて気分が悪くなり
浮遊感出現、転倒。21時の消灯回りにて、患者より申告あり気付く。
注腸造影2日前の昼食から注腸食Ａが開始であった。 しかし、オーダーされておらず軟食Ｃを検
査前日の夕食まで摂取していた。 夕食配膳時に気付く。 検査説明を行なった際検査食のオー
ダー確認はしていなかった。 病棟医に報告、翌朝食から注腸食Ｃに変更。 軟食Ｃ摂取中のため
様子観察となり、翌日の検査は予定通り行なわれることとなった。 患者へは謝罪し、了承を得
た。
注腸造影の為、食事が中止となっている患者様に対して、他のスタッフが食事を配膳してしまっ
た。家族が気づき食事をされる事は無かった。
注腸用カテーテルバルーン空気注入口が取れたため交換し、再度挿入して検査を実施
注入が終了し、注入の接続をはずしチューブを洗浄するため、注入後のパックに水をそそごうとし
るとパックのふたがついたままになっていた。注入の指示をまちがえてしまった。

背景・要因
病棟での基準がわかりにくい、処方の書き方が決まっていない

改善策
医療安全担当者会議での話あい統一事項をわかりやすくマニュアル化する

観察不足 検査介助の不慣れ

撮影台上で動いていただく時はゆっくり動いてもらうように説明する。狭くて危険なので動く時は手
を添え介助する。

観察不足（肥満の患者で肛門がわかりづらかった）

確実に挿入したかを再度確認する

注腸検査の予定が多数有り、１名の看護師で対応していて非常に業務多忙となっていた。（通常 更衣室に忘れ物がないか確認をすればよいが、通常看護師１名で患者様の入れ替え・検査・介助
放射線技師は人手不足のため撮影済フィルムの現像時以外検査にはつかない）
等を行っており、なかなかすぐに確認をすることができない。確認をしたときには患者様がいないと
きが多くある｡
機器の老朽化か？

フィルム搬送テストを行うなどしてから検査を施行する。

ＤＭの既往はなく、注腸食のオリエンテーションがいっておらず、水分摂取の説明をされていな
かったため、朝食後からは何も取られていなかった。

検査のオリエンテーション、ＣＴ、ＭＲＩ等はもれなく説明がいくが、食事、注腸食については忘れが
ちであり、特別な食事についてはきちんとした説明が必要である。

高齢であり、必要時のみ杖歩行していた。下剤服用後すぐにポータブルトイレを設置してなかっ
た。
医師指示誤り(口頭指示含む）

初めからポータブルトイレを設置するべきだった。

担当の看護師が確認をする事ができていなかった。 他のスタッフに十分に情報伝達ができてい
なかった。 延食などが記入されているワークシートを確実に活用していなかった。
10422
材料の欠陥が考えられ、業者に確認を依頼した。
注入を調剤する人と接続する人が一人でなく、どこまでできているのか確認せず注入施行するこ
10423
とになってしまった。日の担当看護師が一連の流れをできず、他の看護師が手伝うのはいいが、
どこまで行っているのか 明らかになっておらず連携と確認ができていなかった。
注入に調材、注入実施を他の看護師から引き継ぎムコソルバンシロップとデパケンシロップをまち 冷蔵庫中に２種類の薬があることを知らず、シロップに貼ってある名札のみ見て使用してしまっ
10424 がい使用し、それに気づかずそのまま注入実施してしまった。
た。また、注入実施者が薬の指示書確認をせず引き継ぎをしてしまった。シロップの入った容器に
も薬品名が書いておらず、冷蔵庫中にあるものがムコソルバンだと思い込み使用してしまった。
注入のため訪室すると、ＮＧチューブをが抜去されているのを発見する。
ＮＧチューブを再挿入
手をバタバタさせていたので、ＮＧチューブを引っかけたと考える。鼻汁が多くＮＧチューブ固定し
10425
し、注入開始する。
ていたテープの粘着力が弱かったと考える。
注入を輸注ポンプに接続した。１時間後訪室時注入が開始されていないことに気が付き、スタート チューブを器機にセットした後スタートボタンを押し忘れた。退出時の示唆呼称確認を怠った。
10426
ボタンを押し開始する。その後の注入１時間ずつ遅らせるよう依頼する。腹部膨満など認めず。
注入患者の内服準備時に一緒にアミノレバンも作り冷蔵庫へ保管しておいた朝食時、冷蔵庫へ保 冷蔵庫に保管していたのを忘れていた。
10427 管していたことをわすれてしまっており、朝の内服ができていなかった、冷蔵庫にアミノレバンが
残っているのにE勤務者が気づき与薬する。
注入係で与薬車から薬を取り出すときに16時分の薬が1包足りず（小児用ムコソルバン、オノンド 2日の定期薬セット時に間違えたと思われる。
10428 ライシロップ）、調べると21時の薬と一緒にホッチキスでとめてセットされていた。4日～10日までの
1週間分すべてが同様に誤ってセットされていた。
注入係より何時に注入を施行すればよいか聞かれ、ＢＳ測定・インシュリン施行時間が過ぎている 他の業務に気を取られ忘れていた。
10429
ことに気が付き慌てて行う。
注入時与薬を施行した。薬は溶解しシリンジに詰め輪ゴムでひとまとめにしてあったが、トレイの トレイの上で輪ゴムからシリンジを抜き取る時、１ｍｌのシリンジということもあり抜け落ちトレイから
10430 上で、輪ゴムから外すし、注入した。準夜で注入時ベッドの足下にアルファロールがあるのを発見 も落ちてしまったのではないか。最終確認不足。トレイが小さかった。片手で操作していた。
され、確認の連絡あり。行った覚えがないので注入してもらうよう依頼した。
注入終了しベッドに戻り行為して休まれる。２０：３０訪室すると床に膝と手をつきはっているところ ベッド柵がいつもより１本少なかった。病状的に勝手に行動する。患者観察不足。
10431
を発見する。打撲痛なし。ナースセンターでしばらく過ごし２１：３０入眠される。
注入終了後、だっこしたり、ベビーカーで病棟内を散歩していた。途中オムツ交換のためベッドの チューブの閉め忘れが考えられる。最終点検確認を怠った。だっこやベビーカー移動時に蓋が開
10432
戻る際、ベビーカー、衣類が汚染されていた。確認するとＮＧチューブの蓋が開いていた。
いたとも考えられる。
注入食の施行中、家族から注入ボトルが隣の患者さんと反対になっていることを指摘された。看
名前の確認をしなかった。
10433
護師が訪室すると、ボトルが反対であり、1人の注入は既に終了していた。
注入食後に内服薬を注入後白湯をフラッシュしなかったためにＮＧチューブが閉塞しその結果
手順を守らなかった
10434
チューブの入れ替えが必要になった
注入中、ＮＧチューブ抜去、気管カ二ューレのカフのチューブを患者様が引きちぎってしまった。
普段より呼吸器を引っ張ったり、押したり、回路をバラバラにしたりする行動があり。カ二ューレを
引っ張る行動も頻回にみられた。２８日１３時より覚醒状態が続いており、本人はイライラしている
10435
ような状態で表情硬かった。こういう状態の時はベットサイドで話しをしていたが、本日は他の患者
がシーツめくり、全裸になるなど異常行動をしていてちょっと傍から離れた間に発生。
注入中、チューブの接続されていない包の蓋が、開放していて栄養が逆流していた。蓋はテープ
患者観察不足。腹圧に蓋が開放したのでは。蓋が確実にされてなかったのではないか。
10436
で固定して、更衣をした。医師に連絡し、不足分の指示を頂き施行した。
注入薬の準備をしているときに、Ａさんの散剤とＢさんのデパケンシロップを一緒に注入薬用注射 早く準備しようと急いでいたため、確認不足になった。
10437
器に吸ってしまった。途中、薬杯に書いてある名前が違うことに気付き、つくり直した。
注入薬をシリンジに入れる際、Ａ氏の内服薬を姓だけみて同姓のＢ氏のシリンジに入れてしまっ 業務手順確認
10438
た。Ｂ氏の注入薬が２ケあることに他看護師が気付いた。
虫垂切除の手術時、単品パックになっている小児用開創器を術野に出した。カウント時開創器の カウント時、ネジをチェックしたつもりだったが、確実ではなく、チェックが甘かった。 袋のシールに
端に付いているネジは確認したが、もう一箇所のネジには気づかなかった。 手術終了し、機械を は、「小児用開創器」と記入してあるだけで、ネジの数量は記載されていなかった。
ウォッシャーに入れるまでの間も２つのネジがあったことは覚えていたが、もうひとつのネジがあっ
10439
たかどうかは覚えていなかった。 翌日機械をパックする際にネジがひとつないことに気づき、カゴ
やウォッシャーの中を探したが見つからないため、主治医に報告し、確認のため、ＸーＰを施行した
が、レントゲン上ではネジは発見できなかった。
虫垂切除術終了後、尿道バルン留置を介助した時バルンクランプのためワッサーの入ったシリン 確認が不十分 慌てていた。
10440 ジをバルブに付け注入した。その後バルブから注射器を抜き忘れたためワッサーが注射器に逆流
してしまい尿道カテーテルも抜けてしまった。
10441 駐車上の車止めを通りぬけて壁に接触
確認不足。
10421
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注腸造影検査3日前の検査説明時には食事オーダーを確認する。

看護師間での伝達を確実に行うようにする。 ワークシートを活用する。 家族によって気づくこと
ができたため、これからの家族への説明は継続して行っていく。
使用前の材料点検の実施
日の担当看護師が責任を持ち行うようにする。 他の看護師がする場合は声かけをしたり、紙にど
こまでできているか確認できるようにするなど工夫が必要であると考える
冷蔵庫保存の容器にも薬品名を書く。注入調整実施者本人が薬の指示の確認の実施を行うよう
にする。実施者は知識を身について薬の効果と色や形状を知っておくようにする。
汚染しているのを見たら、貼り替え固定を行う。観察を頻回に行う。
退出時、示唆呼称確認をおこなう。作動状況を確認してから、退出する。
薬を準備するトレイに札をおいておくことにした。
セットをやりなおした。
時間的に行動しなくてはいけない者はタイマーなどをかけて行動する。
両手でしっかり確認しながら、施行する。終了後ベッド周りを確認してから立ち去る。トレイに入れ
る量に応じてトレイの大きさを変える。
ベッド柵を取り付ける。患者が眠気を催したら臥床させる。
行動後の示唆呼称確認を徹底する。
注入ボトルを架ける際には、ボトルの名前とベッドネームを照合する。
手順の遵守
患者様の行動パターンを常に意識し、大丈夫だと思わず注意する。 他のスタッフと協力しあう。

注入時蓋の確認を確実に行う。腹圧で開放するということを把握しておく。開放防止として、テープ
で固定しておく。
薬の準備をするときは、患者さんの名前、薬剤を３度以上確認を行う。
名前はフルネームでしっかり確認する。同姓者の確認。
ネジがついている開創器には、ネジの数量をパスケースやシールに記入し、カウント時に確実に
チェックする。

業務は一つ一つ確実に行う。
運転者と2人で確認する

具体的内容
朝 患者様の投薬しようと投薬車と処方箋を持って患者様の元へ行った。本来ハルナール４Ｔ/２
×１ パパコール２Ｔ/２×１ の処方であったのを、反対に内服させてしまった。（ハルナール１Ｔ
10442
パパコール２Ｔ）。次の勤務者に申し送りをし、夕分パパコールの内服をやめ、朝不足したハル
ナール１Ｔを後で内服してもらった。
朝 電子カルテの画像照会画面を確認していると、この患者様の名前はあるが依頼票がないのに
気づき日付が変更されたのではないかと思い、探してみると6日の日付で胸部撮影の依頼票が出
されていた。この依頼票に基づいて、患者様を病棟から呼び胸部撮影を行った後、依頼票を見て
も変更する事がなかった為即実施ボタンを押して終了した。15：30頃、腹部の写真がないと看護師
10443
が探しに来た。確認のため実施済みを開き詳細を見ると、胸部と腹部の撮影があり、各々に実施
済みとなっていた。ここで、腹部の撮影をしていないのに気づき、再度患者様に降りてもらい撮影
した。この日の朝、指示と日付の変更がされていたが、依頼票が出ていなかった
10444
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10447
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10460
10461
10462
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10464
10465
10466
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10468

背景・要因
改善策
確認不足 ダブルチェックを確実に行われていない。 ２種類の内服薬が同じ薬袋に入っており、 確認作業を怠らない。 マニュアルどおり、チェック表を作成・使用する。 ダブルチェックを確実に
錠数が分かりづらかった。 チェック表が本来１薬剤で１チェック表なのに、同じチェック表になって 行う。
いた。

実施済みボタンを押すときの確認不足。 医師に指示変更の正しいやり方が振盪していない。 依 当日全体の依頼票と電子カルテの画像照会画面とを照らしあわし、確認してから業務に入る。 電
頼票の撮影日を電子カルテ上変更しても再度依頼票は発行されない。 指示の変更がなされたな 子カルテの画像照会画面の実施ボタンを押す場合は即実施ボタンを押さず、実施ボタンを押して
らば、依頼票が出なくてはならない。
詳細と照らし合わせてから実行する。 全医師に電子カルテの操作不具合を知らせる。 １・日付
を変更した場合は、画像照会画面上では確認できるが、依頼票は変更されたものが出ない。 ２・
未来日で出した指示を[修正]でオーダーを追加した後、日付をに変更したものは、追加されたにも
かかわらず、依頼票は出ない。 以上の場合の方法は、全て削除をしてもらい、再度、オーダーを
やり直して下さい。依頼表は二重になりますが間違いがないと思われます。 日付を変更しても、
再度、依頼票が出てくるように改善する。
朝（８時３０分頃）の体位変換時、患者さんの左上腕より出血しているのを発見される。患者さんの 左上腕、表皮剥離し出血しており、病衣に血液が付いていました。（血液は乾燥していました。）
患者さんの身体を触れる際、常に安定した持ち（支え）方をする。
病衣には血液が乾燥していることから体交以前に表皮剥離させたのではなかろうかと思われま
す。
朝，昼，夕の固定のインスリンがあることを忘れ、スケールのみ注射した。
Wチェックを急いで行ってしまい充分に確認できていなかった。
測定後のインスリン量の確認をスケールのみでなく、固定の分も確認する。Wチェックを確実に声
に出して行う。
朝,薬剤をカートから取り出す際に,確認したつもりになっていたが,実際は目でおっただけで,確認し 確認したつもりになっていただけで，実際は目で追っただけになっていた．また，カルテやPCでの 薬を確認する際には,処方箋と照らし合わせ,上から順に声だし確認した後,箱に入れるようにする．
ていなかった.また，違う薬と思いこんでしまっており,そのまま患者に与薬してしまった. たまたま， 確認も怠ってしまっていた.薬がなぜその患者に投与されているのか,把握し切れていなかった.薬 また，分からない薬や,おかしいと思うことが有れば,自己判断せずに,上の人に一緒に確認に入っ
その薬は下痢が続いている為に追加になっていた薬であった為，患者に害を与えることはなかっ は治療には欠かせない物であるし,体にも大きな影響を及ぼす物でもあるので,確認の際には慎重 てもらう様にする．また，日々の情報収集の中で知らない薬の薬効は調べていたが,効用時間や,
たが,これが間違った薬であったら,患者に多大な影響を与えてしまったと考えられる.
に行わなくてはならなかった.
患者に使われている目的まで把握していなければ,確認した意味がないので,今後は自分で調べる
のももちろんだが,分からなければ,そのままにしないようにしていく.
朝、６時に血糖検査と採血の指示があった。採血をした時に一緒に行おうとしたが血糖検査を忘 指示シートの確認不足
指示シートをしっかり確認する。 未実施のものはないか時間毎に指示シートを確認する。
れてしまった。９時の申し送り時に気付き実施した。
朝、６時の検温測定で患者様の足がふらつき、床に転倒する。へなへなと崩れるような倒れ方で いっせいに検温に来られるので、一人一人の確認が難しかった。
注意の声かけを豆にする。早めの検温をする。
あった。打撲なく疼痛もなし。BP１０４／６４mmHg、その後も特に症状なし。
朝、アーガメートゼリーを与薬（手渡す）のを忘れていた。当日、１６時頃、その日の注射係が発見 朝の内服準備時に、アーガメイトゼリーの札を内服につけていなかった。与薬終了（配った後）、冷 札をしっかりつける。冷所など、実物の確認を行う。
した。主治医へすぐ報告した。主治医より、本日透析しており、飲まないで様子観察指示あり、本 所の確認（冷蔵庫の中）しなかった。
日、透析であったため、影響は考えにくいと主治医コメントあり。
朝、オムツ交換をしていると部屋の入り口に患者様が座りこんでいるのを発見する。本人は転んだ 歩行不安定だが単独行動しようとすることの多い患者さまで日中も車椅子乗車していた為、臀部 4点柵にし出入り口側に鈴をつけ単独行動時にはすぐに気づけるようにする。また日勤帯に休む
と言い、体を触ると「痛い！」と何度も訴える。頭を打ったと言うが外傷なく、本人の訴える部位も少 発赤あり表皮剥離見られている方だった。そのため少しでも寝ていてもらおうと考えたこと、またオ ようにようにし、観察しやすくする。
しずつずれ不確かだった。BP：146-89mmHgで当直医師に報告すると様子観察の指示あり。
ムツ交換の時間だったことから観察を十分に行えなかった。
朝、シプロキサンバッグにルートがついていたため、そのまま患者様へ投与する。しかし、次の勤 シプロキサンバッグは液体であり、そのまま点滴できるようになっている。 注意書きが目に入らな 注射処方箋での確認方法について再度周知徹底させる。 点滴準備の時点でも出来る限りダブ
務者が点滴確認の際、溶解液用生食１００ｍｌが残っているのを発見する。混注を行った看護師に かった。 シプロキサンバッグを生食で溶解して使用することを、知らなかった。 使用頻度の少な ルチェックを行う。 作業を中断させない。
確認したところ、生食１００ｍｌを混注せずに、ルートをつけてしまったとこのことであった。すぐに主 い点滴であった。
治医に報告したが、患者様に異常みられないため、そのまま様子観察となる。
朝、ゾビラックスの溶解液を生食からブドウ糖に変更する指示を確認したが、他の処置をしていた 指示変更があった時にすぐに注射カードを書き換えなかった。 点滴する前にバランスシートを確 指示の変更があった時はすぐに注射カードを書き換える。 施行前には必ずバランスシートと確認
ので後で行おうと思っていた。そのまま忘れカードを書き換えなかった。１４時に今までの指示通り 認しなかった。 ブラッドアクセスのロック部分からの点滴で前の点滴が終了した後急いでいこうと する。 何か他の処置をしているときは、バランスの指示が出た時点でカードをバインダーに挟ん
注射係りが生食を準備していた。そのまま生食でゾビラックスを溶解し点滴する。点滴終了後に指 気が焦っていた。
でおく。
示を受け忘れていたことに気付く。
朝、デイルームで食事をとるために連れて行こうと思い、患者さんの手を引いて歩き始めた時に、 患者さんと歩き出す前に、患者さんの体勢が整っているか確かめずに歩きだしたため、サポートで 患者さんの体勢が整っているか、患者さんの状態を確認して、行動をする。
患者さんが、患者さん自身の足にひっかかり転倒してしまった。
きなかった。
朝、患者に話しかけると左頬に皮下出血の跡がある。患者に原因を尋ねると「転んだ」と報告あ
本人の不注意。本人が転倒したとの報告がなかったため発見に遅れたと思われる。
転倒した場合はすぐに報告に来るように説明する。歩行時にも注意を払うよう説明する。
り。自室のベッド周囲に障害物があり、それにつまづき床に頬を打撲したとの事。本日から数日経
過しているとも話している。
朝、業務に追われカルテ指示の点滴減量あったが確認せず担当看護師にも報告せずカルテの指 指示受け業務手順確認
指示があれば確認し、担当看護師に報告しカーデックスに記載する。
示棒もはずしてしまった。準夜主治医が訪室した際、減量してないことに気付き指摘される。
朝、検温のために訪室すると患者様がベッドサイドにうづくまる様にしてしゃがみ込んでいた。バイ 観察不足
時間帯によっては看護師の目が届きにくくなるので転倒・転落のリスクの高い患者様は安全確保
タルの変動なし外傷なし。本人はトイレへ行こうとしたとの事。ベッド柵は立てたままになっていた。
のために抑制させていただく。
痴呆のある患者であり、１時間毎の巡視を行っていた。
朝、拘束解除の時間なので解除をした後、他の病室へと回る。「ゴン」と音がしたので訪室すると転 身体拘束解除後の観察及び理解が不十分だった。
・拘束解除後はできればデイルームまで付き添い見守るようにす る。 ・拘束解除後、少しマッ
落防止のためのベッド柵を乗り越えて転倒をしていた。Ｄｒより様子観察の指示あり。朝食は自力
サージをしたり身体を動かしたりする。
にて全量摂取。
朝、採血を行い、ボックスコンベアーで検査室に送ったつもりでいたが送信先のカーソルがしっか 確認不足 カーソルが合わせにくかった。
ボックスコンベアーの操作は使用方法を守り、送信先をしっかり確認して送る。
りはまっていなかったため隣りに表示されていた周産期センターに搬送されたため、検査の到着
が遅れ結果の報告も遅くなった。
朝、深夜勤務者より一日尿糖がある事を聞いていたが尿測時採尿を忘れていた。
忙しさでバタバタしており尿測にしか気が廻っていなかった。
一日尿糖がある場合は、尿測記録の用紙に前もって「一日尿糖有」と記入し紙コップをトイレに置く
朝、生食100＋ｻﾞﾝタック１Ａ 施行の指示があったが、準備ができておらず、実施できなかった。ダ 処方箋とカルテの確認、不足。ダブルチェック不足
深夜フリー業務のＮＳが必ずダブルチェックする。
ブルチェックが出来ていなかった。
朝、洗面中、洗面器を取ろうとしてつかみそこない、そのまま右膝を床につく。発赤あるも腫脹、下 患者が独自で洗面にいっていることを把握していなかった。肛門部の不快あり、排泄はポータブル 患者の情報不足による、転倒のリスクがある患者対応不足。
肢運動変化なし。
トイレを使用していたため、洗面に関しても介助が必要であった。 思い込み。
朝、昼、夕と与薬されていたが、患者が間違えて昼と夕の薬を服用してしまった。患者には影響な いつも薬は介助で服用していたが、当日から自己で服用され、患者の理解が足りなかった。説明 介助時より説明しながら（1人でも分かるように）服用を介助する。
かった。
不足
朝、昼はペンフィルR、夕はペンフィル30Rの指示。朝の準備の際、患者はインスリン注射手技自立 インスリン自己注射指導のチェックリストがなく、看護師の個人的見解で「自己注射自立」と判断さ 糖尿病療養指導士へ相談。チェックリストの作成を急ぐ。夜勤帯での注射準備の手技を検討。（自
の患者であったので、ケースに貼ってあるラベル（患者名とペンフィルR）のみ確認し患者に渡し実 れていた。患者教育が不十分。患者はいつもと違うインスリンであることに気がついていたが看護 立であっても、ケースを開いて渡すなど）
施してもらった。しかしケースの中はペンフィル30Rが入っていた。実施した後、患者に言われ発覚 師に手渡されたので実施している。また、指示ラベルを貼る前に、中身の確認をすることになって
した。主治医報告、昼のインスリンを止め、経過観察となった。患者の状態に変化はなかった。
いるが、実施されていなかった。ケースごと渡すという手順が内容の確認の行為が忘れがちにな
る要因と思う。
朝、投薬時、患者様2名分の薬が配薬トレイにセットされていなかったのを早番出勤者が発見す ＮＳが配薬トレイにセットした後、看護助手が、確認することになっているが、助手が確認を怠って マニュアル通りの作業を行うよう互いに確認する。
る。
しまった。マニュアル通りの確認をしていなかった。
朝、病室を訪問した時に患者様から夜中に転倒したが詳細は分からないと報告があった。右の眼 観察不足
夜間は歩行すると危険なので用事がある時はナースコールするように説明した。
瞼に皮下出血と側腹部に３×５ｃｍの内出血があった。痛みはなかった。
朝、部屋周りに部屋に訪室した所洗面台の前で横に寝転んでいる所を発見。トイレ歩行時足に力 前日までトイレ歩行は自分で行っており、少しふらつきながらも歩行できていた。今回急に足の脱 ベット柵をつける。 トイレのときはナースコールを呼んでもらいトイレ介助をする。
が入らなくなりそのまま横になったと。特に外傷無くバイタル安定。主治医に報告する。
力感見られたため、前日のトイレ歩行の状態を見て転倒防止に努めるべきだった。
朝、訪室したところベッドの下にいた
観察不足
観察の徹底 訪室回数増
朝、訪床するとベッドから降りようとして布団に脚をとられ床に転落したと訴えられた。痛みなどは 観察不足
早朝に離床する時は注意してベッドから降りるように説明した。 離床時は看護師を呼んでもらう。
なかった。
407
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具体的内容
朝、訪床すると昨夜２１時頃、ソファからベッドに移動するときにベッド柵をつかもうとしたところベッ
ド柵に手が届かず手から転倒し前額部を打撲したと訴えがあった。特に外傷などはなかった。
朝、訪床すると付き添いの方から「夜間ベッドから落ちた」との報告を受けた。詳細は不明であった
が外傷や意識レベルの変化はなかった。
朝・昼食後に配薬・内服させる指示の内服だった。数量や内服時間も確認していたつもりだった。
次の勤務者が内服薬残数確認の際、内服薬が少ないことに気付き指摘され夕食後も内服させて
いたことに気付く。主治医に報告し、経観となる。
朝・昼食前にグリミクロンを一錠ずつ内服中であったが、その日の配薬時は朝・夕食前でセットし
てしまった為、結果的に朝・昼・夕の三回内服してしまっていた。次の日の配薬時、昼食前の分が
なかった為、配薬間違いをしていたことに気づく。誤薬発生後、特に体調の変化は見られなかっ
た。
朝・夕・寝る前の指示薬を朝・昼・夕と間違え夕分を昼に与薬した
朝・夕インシュリンの自己注射を行う患者様の指示について、朝、ノボリン注フレックスペン３００単
位：１５単位、夕、ノボリン注フレックスペン１００単位：１０単位の指示あり。朝・夕のインスリンは同
じものだから問題ないと指示を出した医師は言われたが単位が違う為混乱の原因となると考えら
れた。患者様に実施する前に気づいた事例。
朝・夕の抗生剤の点滴をしていないことを準夜の看護師が発見する。準夜の看護師が患者様の
同意を得て、１８時と０時に施行した。
朝１０時と夕方に一回、一日に２回のラシックス投与のオーダーがでていた患者。深夜勤務の際、
準夜のスタッフから点滴漏れのため、持続点滴は抜針したとの申し送りを受けた。そのため、明朝
主治医が再挿入して点滴を開始するとの申し送りを受けた。明朝、医師に再度ルート確保の件を
確認した際、ルート確保と同時に１０時分のラシックスを投与するとの指示を受け、医師とともに実
施した。しかし、この内容を日勤スタッフに申し送るもが不十分となり、十分に伝わらなかったた
め、１０時にラシックスを投与してしまった。これによる患者への影響はみられなかったが、短い時
間に２アンプルものラシックスを投与したことになり、患者にとってはとても危険な行為となってい
た。
朝４時に投与すべき利尿剤を投与しなかった。
朝４時頃床頭台の上の物を取ろうとして床に落とした。床に落ちた物を拾うためにベッドから降りた
ところ転倒した。転倒時右手背を打ったがベッドに戻り就寝した。昼１２時頃、手背の痛みが強く
なったため看護師に報告があった。湿布を施行した。
朝5時にナースコールで「転んだ」と呼ばれた。

背景・要因
観察不足
観察不足

改善策
ベッドの傍まで移動してベッド柵に手を掛けるように説明した。 ふらつき等自分で移動する事に不
安があるときはナースコールするように説明した。
訪室を頻回に行い観察する。

内服薬の数量・内服時間は確認していたつもりだったが、多忙であったため確実に配薬・内服させ 確実に確認した後に配薬・内服させる
たかは定かでなかった。また、全てが粉薬になっており、同じように見えたたために確実に確認出
来ていなかった。
確認不足、思い違い。
何度も確認を行う。

思い込み
指示を出した医師が間違いに対する認識が薄かった。 病院でのチェック機構が不十分であっ
た。 薬剤内容的には同じであり、病院で採用しているノボリン注フレックスペンも１種類しかない
が、伝票上で見ると違うものに見えてしまっている。

確認のルールを守る
ノボリン注フレックスペン３００単位、１５単位のものしか処方できないようにした。

勤務の始めに注射指示の確認を怠った。 注射台の上に準備されていないため、ないと思った。
自分が準備するのではなく、準備するのは早出の業務だと思っていた。
申し送り・報告の不十分

ＣＣＵの注射準備はＣＣＵ担当者が行うことをスタッフで再確認した。 師長がスタッフに勤務の始
めに患者の状態を把握する事と、情報収集を行うことを怠らないように注意した。
申し送りも徹底、点滴指示書を誰がみても明確にわかるように書き直すこと

夜勤明け
観察不足 麻痺のある患者様であった。

体調管理
患者様は「自分は動けると思って動いたが思うようにならんかった。」と言われた。麻痺のある患者
様には自分で危険なく行動が出来る範囲をきちんと説明し理解してもらう。自分が出来る範囲以
外の事はナースコールするように説明する。
転倒が多い患者であるとアセスメントしていれば防止できた
新規の患者でとくにＡＤＬが自立できている患者は転倒暦をアセスメントし早期に患者教育をして
いくことが大切である
朝５時に病室へ行ったところ、ベッド柵がはずされた状態で、本人は不在であった。病室内、病棟 患者様は痴呆症状が見られていた。また入院当日であり、環境が大きく変化した為、さらに落ち着 ベッド柵を４本にして転落防止し、また３０分に一度訪室し、様子を観察していた。ナースコールに
内を探すが見つからず、病院内を探したところ、リハビリ棟の物療室前にて手すりにつかまり歩行 きが無くなっていたものと思われる。
ついても説明を何度も行ったが理解が難しい様子だった。
しているところを発見する。
朝6：00オムツ交換時、左足背に表皮剥離していることに気付く。ベット柵にべっとり血液が付着し おそらく３゜の体交時にベット柵に足がひっかかり剥離させたものと思われる。
この患者さんは、皮膚が弱い患者さんなので特に注意が必要であった。夜中であっても気を引き
ておりすでに凝固していた。
締めて注意をして体交を行う。必要であれば柵をおろして体交を行う。
朝6：20ﾅｰｽｺｰﾙにて患児がﾍﾞｯﾄより転落したと。病室訪問し状態確認。普通ﾍﾞｯﾄで母親と入眠さ ベットの高さを一番低くにしていても、患児によっては少し高いこともあるので注意する。
ﾍﾞｯﾄ柵は使用していた。柵を外して患児がﾍﾞｯﾄより降りる時は注意する。
れていた。ﾍﾞｯﾄ柵使用していたも朝患児が靴を履こうとして転倒した模様。嘔吐・腫瘤・発赤なし。
機嫌良。ﾍﾞｯﾄの高さ一番低い高さであった。
朝６時４０分体重測定の為離床するように患者に声をかけた。 →自力で端座位になった為、左手 消灯するまでの間に歩行している姿を２回目撃し、大きなふらつきは見られなかった為、軽介助で 病状は何時も一定していないという事を踏まえて、もっと慎重に行動する。
で患者の右腋窩を支え起立させたが、足がもつれ左側へ倒れこんでしまった。 →左側頭部・左腰 大丈夫だと思い込んでしまった。 病状を踏まえ、慎重に介助すべきであった。
部を床頭台にぶつけて床に尻餅をついてしまった。 →ベッド上に臥床させ、VS測定。打撲部位の
観察。自覚症状・疼痛の確認をして医師に診察依頼した。 →すぐに謝罪し、自覚症状出現時は
コールするように話した。 →患者は“何だか足が言う事をきかなくなった。どうしてなんだろう。”と
繰り返した。
朝6時の巡視の際、ベッドから自力でおり自室前のドアまでいざっているのを発見する。鼻中隔部 患者の観察・見守りの問題
巡視時の患者の観察･見守りが必要である
表皮痂皮化している部分が剥離しているのを発見。出血なし、外傷はなく、自分でベッドから降り
たものと考えられる。苦痛表情なし。
朝７時に排便困難な為トイレにてＧＥ施行。その後も排便無い為、７時１０分頃摘便施行するも、残 排便困難により体力を消耗したと考えられる。 麻薬内服の為、ふらつきがあったと考えられる。 麻薬を使用している患者さんはＡＤＬ自立していてもふらつきがあったと考えられるため付き添い
便感あり、そのまま１人でトイレにいた。７時２０分に廊下にて臥床しているのを発見。めまいがあ
が必要であった。 医師の指示により下剤を投与する必要があった。
り横になったと本人は話される。その後、自室にて臥床させ、バイタル測定し経過観察する。特に
外傷、打撲、疼痛は見られず。
朝7時頃スピッツを持って患者の所に行き、採血施行中にスピッツの名前と患者名が違う事に気付 思い込み。確認不足。
採血時は、リストバンドとスピッツの名前を照合し確認する。
く。スピッツを間違えたと思い採血後確認したら、本日検査ではない患者の採血をしてしまってい
た。昨日血倍の採血があったため、本日も採血があると思い込んでいた。（当日朝は、分娩や処
置が多く多忙であった。）
朝7時他の看護師が採血をしたときにはベッドサイドにいた。７：１０に訪室した際は荷物はなく、数 以前の入院のときより不穏行動があった。 夜間一睡もせず、荷物の整理をしていた。 痴呆症状 非常口の扉を閉めておく。 家人に状況を説明し協力を得られるように働きかける。
枚の下着とコップなどは残っていた。棟内を探したが見当たらず守衛さんに連絡、来棟中の当直 があった。 夜間行動から考えて離棟する可能性があった事を考えておくべきであった。
師長に連絡した。病棟の窓から外を見ると駐車場を歩いている患者様を発見する。バス停のとこ
ろで患者様をつかまえ病棟へ一緒に帰った。
朝8:00に服用されているオキシコンチン1錠を渡したが、それを服用されないまま外出された。
服薬の確認ができていなかった。
麻薬など特殊薬は手渡すだけでなく、その場できちんとのめるかどうか確認する。
朝８時、内服するオキシコンチン５ｍｇ１錠を病室へ持っていったが、患者は食事中であり、家人 確認不足。観察不十分。 特に麻薬の取扱いについての認識不足。
紛失したと思い込み、ゴミ箱や部屋、ベッド周囲など、徹底して探していないため事実が分からな
（妻）が付き添っており、「食後の薬と一緒に飲ませるので、食後の薬を持ってきてください。」と言
い。 いろいろなケースを考えて行動するよう注意するとともに、麻薬に対する認識をより深める必
われた。その後、フリー看護師に持っていくよう申し送った。下膳後、患者が「痛み止めの薬を飲ん
要がある。
でいない」と連絡あり、家人に尋ねると「トレイの上に置いていた気がする。」と言われたので、配膳
の業者に確認するが、下膳時にはトレイの上にはなかったという。その後、栄養課へ行って確認し
てもらうが、トレイ、食器は片付けられており発見できなかった。
朝８時に与薬する麻薬を渡し忘れてしまい、次の勤務者に指摘され気づいた。
出産があり勤務者３人が分娩室におり、１人で下膳を行っていて、与薬時間に気付かなかった。 下膳は後にして、患者の与薬確認をするべきだった。
朝9:30ごろ、シーツ交換をしようと訪室すると、皮下に入っていたドレーンが抜去しているのを発見 チューブには糸の固定はなく、固定していたテープも粘着力がなかった。
各勤務で、固定の確認。チューブの固定は、2箇所、テープ固定をする。
した。
朝９時にアミノフリードの上室を開通しないで点滴を交換した。途中に滴下数、残量チエックに訪室 確認、手順ルールの違反である。準備の時に開通確認せず、開通テープを外す時も開通している 開通確認にはいくつかのルールがあるがこれが遵守されていない。危機意識について安全室か
したが気付かず、２１時の点滴交換時に別の看護師が発見した。
かの確認をしていない。開通していると最初から思い込んでいた。
らの啓蒙を推進し、開通されていない点滴を施行する前のルールを再検討する必要がある。
朝９時のラシックを注射器に詰める際に、プリンペランを一度詰めて使用した注射器に詰めてし
確認不足
確認を何度も行なう
まった。
朝9時の体重に応じて利尿剤の指示が出ていた。実際には日勤帯での業務だが、深夜帯で体重 ・口頭上の申し送り ・体重測定の時間設定が、勤務交替時であり、責任の所在があいまい ・一 体重測定は患者の状態にもよるが、朝7時（深夜帯）とした
を測り終えた。指示の必要があると申し送られたのに対し、すぐに指示を施行されたと思い、注射 つの指示、指示による処置が勤務をまたぎ中断されてしまうこと
せずにいた。翌日になり深夜帯では使用していないことに気づく。
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具体的内容
朝9時ブロンコ出しの順番、時間について検査室より連絡を受ける。学生の計画を聞いている途
中、電話対応したため、付箋に書き留めておく。反対チームがブロンコ出しだったため、近くにいた
反対チームの看護師にその旨伝える。そのとき、伝えた看護師が部屋持ちかどうかの確認はしな
かった。13時過ぎ検査室より患者が検査に降りてきていないとの連絡あり、看護師に問うと、忘れ
ていたと。更に、オーダー上1番目に入力してあった人の前処置を行っていたが、朝の連絡の時点
で、順番は変更になっていた。そのため、2番目の予定の人を先に検査出ししなくてはならなくなっ
た。
朝ＢＳ測定時、食前薬をＡさんに一緒に渡そうとして渡しそびれた。次にＢＳ測定を行ったＢさんに
「Ａさん」と言いながら食前薬を渡そうとして、「私薬あったかしら」と言われハッと気が付いた。Ｂさ
んとＡさんは体格がよく似ていた。
朝からＰＩカテーテルの閉塞アラームが３回鳴った。その患児は0.5ｍｌ/ｈで持続点滴を行っていた。
閉塞の原因が患児の上肢の屈曲のためだと思い、シーネの固定をしなおした。また、ヘパリン生
食による注入の確認を行ったが異常はなかった。次の勤務に交代し、同じアラームがなったため
確認をするとクレンメが半分閉じてある状態だった。その後注入に問題はなく、患児の低血糖もな
かった。
朝から開始予定のコートリルを患者に説明し、患者の理解力も良かった。しかしその後患者は点
滴が終わり、昼からと思い込んでしまい朝分は内服しなかった。
朝から重湯が開始となっていた。他患のケアなどで昼食時配膳できなかったが、遅出業務の人が
配膳してくれていると思っていた。検温時食事摂取量をご本人に確認したところ未摂取であること
が判明。遅出業務者に確認したところ配膳を各患者に行っていっていたが既に配膳車は空になっ
ていたため既に配膳されているものと思っていたとのこと。
朝から全ミキサー食が出ることになっていた患者様に、食札を書かなかった為に食事が出なかっ
た。
朝から内服開始であったプレドニンを患者様に渡すことを忘れたため、内服することが出来なかっ
た。回診時に医師が確認した所渡っていないことが分かった。
朝から内服薬が開始になる為､担当看護師より薬の確認を依頼され確認した。（指示書の薬内容
と薬）
朝から配薬の確認をしていたら、薬箱の中にデパス1Tのみしか入っていないのに気づく。確認す
ると、臨時薬は入れてあったが定時薬が薬箱の中に入れておらず、患者が内服していなかった。

背景・要因
改善策
検査科から連絡があった時間帯は、朝の申し送りや、学生の計画発表などの忙しい時間帯であっ 全体を把握しているリーダーに報告する。又、忙しくても誰が担当か確認して、検査の順番を確認
た為、近くにいた反対チームの看護師に「1番のブロンコのＡさん12時50分に透視室へ下ろすよう して伝える。メモを取っている用紙を渡すなどする。
に」と伝えた。伝えた看護師がその患者の担当であるか、検査の順番が変更になっていないかな
どの確認は行っていなかった。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

確実にその場で処理する。薬を渡すときは名前を呼びかけ、患者様に答えて貰ってから薬、処方
箋、患者様を確認して渡す。

ルートの確認が不十分であった。 アラームが何度も鳴っているのに、他の看護師に確認をお願
いしなかった。 一人の患児の何本ものルートがあり、何台ものポンプを使用していた。

ルートの確認は患者様側から開始し、点滴本体まで順番に確認を行っていくようにする。 また、こ
のとこを院内全体に周知徹底させるため、院内のニュースにて伝達した。

内服後、確認をしなかったため

必ず、確薬を行う

配膳の責任を軽視していた。

遅出に頼らず確認です。または伝言する。

電話連絡を受けた者が、仮の食札しか出していなかったのに食札を書いたものと思い込んで確認 必ず確認してから伝票に書く。また、仮の食札かどうかも聞く。
を怠ってしまった。
確認不足
当日から開始される内服薬は朝、必ず確認して渡す。
勤務中忙しく､慌てて確認した.日付けと薬の名前は確認したが、線までは確認しなかった.

落ち着いて確認する。

定時薬と臨時薬をまとめて入れる袋があり、臨時のほうは箱に入れたが定時の薬の中身を入れ 配薬時のマニュアルに沿って、途中作業を中断せずに行う。
たつもりで入れてなかった。 箱の中に入れた後、正しく入っているかどうか確認ができていなかっ
た。
朝から薬が開始になった。患者様管理であったが朝１Ｃａｐのみのタケプロンを昼も飲んでしまっ 確認不足
患者様の理解力がよく患者様管理にした薬でも開始して１週間は看護師と共に確認して服用する
た。
というマニュアルを守る。
朝カルテの確認をした際に、疼痛コントロールのために定期でMSコンチンを内服している患者の 朝カルテの確認をした際に内服指示書を見落としてしまった。また、朝見たきり日中で見直すこと 朝見落とすことのないようカルテ全体に目を通す。朝だけでなく休憩に入る前後、勤務終了時には
内服指示書を見落としてしまった。14時分のMSコンチンを患者に渡さず、 内服させなかった。17 がなかったため、そのまま指示に気付かなかった。
必ずカルテを見直すようにする。
時の申し送り後に上席看護師が気付き、医師に報告した。疼痛の訴えなかったことから14時分の
内服はせず、次回22時分から内服するように指示を受ける。
朝ソルメドロール１２５ｍｇ２Ｖ５％ＴＺ２５０ｍｌの所をソルメドロール１２５ｍｇを１Ｖしか混注しなかっ ダブルチェックのシステムが機能しなかった。準備の時に二人共見落とした。又注射時の基本的 呼称確認をする。ダブルチェックを確実に行う。注射の基本を再認識する。
た。２Ｖと記載してあったが、見落とした。夕の抗生剤を準備する時に気づいた。
な、薬剤と量の確認の時ミリグラムしか見ておらず、２Ｖを見落とした。
朝だけのプレドニンを昼にダーゼンと間違えてのんでしまったと、患者から報告があった。 調べる 指示受けが正しくされていなかった 視力障害のある患者の内服自己管理について見直す
病棟薬剤指導の担当の薬剤師との連携をとり、指導方法や対象を明確にする。
と、ダーゼンは中止になっているはずが、患者説明用紙にも記載されており、薬剤も患者のもとに
あった。 説明用紙を正しい内容に書き換えた。
朝ダブルチェックをしたときは、指示の変更はなく、１６時にソリタT3の中にビタメジンを入れること 回診時にオーダー変更の指示が出ており、回診に一緒についていたリーダーは、その指示変更を 指示が回診時に変更になったら、他のスタッフが点滴追加をする場合でも間違えないようにトレイ
になっていたが、回診時に、ビタメジン中止の指示が出て、ソリタT３のみ静注と指示の変更があっ 知っていた。リーダーは自分の担当の患者なので、他のスタッフには指示変更にことを伝えていな にソリタT３のみをのせ中止になったビタメジンは返却の箱に入れておくようにする。または、大きく
た。自分の受け持ち患者ではなかったが、１５時４５分頃に点滴が終わりますと患者からナース
かったが、注射伝票のビタメジンのところに中止の線を引き、注射伝票を見れば、ビタメジン中止 ビタメジン中止と書いたメモをトレイの中に入れておくようにする。
コールがあったので、カウンターの上に置いてあったソリタT３の中にビタメジンを詰めて患者のと のことを他のスタッフでも気が付くようにしてあったが、急いでいたので、注射伝票を見ておらず、
ころへ行ったら、患者本人から今日からビタメジンは中止になったと言われ、ナースステーションに 詰めてしまった。
戻りカルテを見ると、ビタメジン中止の指示が出ており、間違えてビタメジンを詰めてしまっていたこ
とに気が付いた。患者には投与されなかった。
朝で生食20ml＋オメプラール1A,5％TZ100ml＋ネオフィリン1A中止となっていた。深夜勤務者が 朝点滴をつめるときに気づかず、準備後にもう一度確認しなかったため、施注時に伝票と確認し マニュアルにそって伝票と本体を必ず照らし合わせて確認する。
5%100ｍｌ＋ネオフィリンのけていたが生食20ml＋オメプラール1Aが朝のバッドの中に準備してあっ なかった。
た。朝点滴準備の時に気づかず用意してしまった。違うNSがDIV施注しようとした時に準備されて
いる札が5%TZ20ml＋ソルダクトン200mg２枚になっており、誤りに気づいた、伝票は中止になって
いた。
朝と眠前のみ処方のある患者様。夕食後の処方がないにもかかわらず、朝の薬を処方してしまっ 夜に処方があると思い込んだこと。確認を怠ったこと。以上が原因である。
配薬時の再確認。
た。翌朝の処方がないのに気づいて、ゴミ箱から薬袋がでてきたため間違いに気づく。
朝に、脳神経外科受診（往診）のため脳外外来に入院カルテを回したが夕方になっても所在がわ 他科受診時、入院カルテをわざわざ外来に持参・受診しているシステムになっているためカルテ 他科受診時に入院カルテ・患者が外来に行くのではなく、医師が病棟で診察し、記録・オーダーす
からず探し回った。主治医・脳外担当医にも電話し、結果、脳外科医が脳外外来受付のパソコン の所在が不明になりやすい。
るシステムに変更していきたい。
の横の立ってあるのを見つけた。
朝にＵＳ検査を行う指示が出ていて、朝食の食待ちであったのに、病棟から栄養部に時間外食変 ・食事の時間外での変更時は食伝を栄養部のポストに入れるのは理解していたが、食待ちも同様 ・現在のルールの流れを確認とその徹底を促した。 ・別の角度から、紙の伝達方法を検討する。
伝票での伝達を忘れたため、患者はそのまま朝食を食べてしまった。当患者のＵＳ検査を遅くして の処理をするルールを理解してなかった。 ・電子カルテを導入しているのに、紙の伝票を利用し
もらった。
ていることに改良の余地はないか。
朝に施行しなければならなかったプロジフを物も伝票もなかったため日勤者は準備しなかった、
別伝票になっていた、日勤者が当日点滴サインを忘れておりプロジフが抜けていることに気づか 各勤務者の伝票の確認を行なう。準備されたものだけでなく伝票を照らし合わせる。
なかった
朝に皮下注射する必要のあるヒューマリンを施行し忘れた。注射伝票にサインのないことを指摘さ うっかり忘れていた。
自分自身の決められた処置を意識しておく。
れ施行しなかったことに気がついた。 すぐに指示量のヒューマリンを皮下注射した。家人来棟し
ていた為、朝注射し忘れていたことを伝えた。
朝の6時半に訪室したときは、患者様はベッド上に臥床していた。そのときにはしっかりとベッド柵 特室のベッドは、頭の部分が少し隙間があり、その部分から降りたのだと考えられる。 また、本 ベッドの高さを1番低くして、その後、本人にベッド上に安静にしていただくように説明もする。 本
が上がっていた。次に7時ごろに廊下を歩いていると、声が聞こえ病室近くに行くと、病室の入り口 人にしっかりとベッド上安静にしている必要があることを説明していなかったことが原因だったと思 日、転室予定にて、その際には床ベッドにしていただくよう申し送った。
に座っていた。その後、看護師2人がかりでベッドまで移動した。そのときは、ベッド柵はしっかりと う。
上がった状態であった。本人は、どこも打ってはいなく、バイタルも安定していた。酸素ナーザル1L
投与中のベッド上安静に患者様である。
朝のＢＳチェックと経管栄養を流したスタッフが異なり、ＢＳチェックをした後、報告が不十分で経管 情報伝達の不備･
手順見直し
栄養を担当したスタッフはチェックがされてないと思い、流さず保留にしていた。その結果、朝の経
管が遅れてしまった。患者様自身に特に症状は無かった。
朝のアミノレバンENを作り冷蔵庫で保管していた、朝食時にアミノレバンENのみ与薬し忘れE勤務 冷蔵庫に保管していたので忘れてしまった。
確認不足、薬を出したときに、アミノレバンの場所を薬のトレーにメモしておく。
者が夕の分を作るときに気づく。
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10518

10519

10520
10521
10522

10523

10524

10525

10526

10527

具体的内容
朝のインシュリンの時間（７：３０予定）を担当看護師が忘れる。患者が気付き詰め所にくる。 すぐ
に主治医報告し、インシュリン施行。その後患者には、２０分後に食事摂取してもらう。 患者への
影響はなかった。
朝のオムツ交換の為に訪室した所、床に座っている患者を発見した。（ベッドの柵は4本固定され
ていた。） →質問に対して反応あり、笑顔手振りで説明しているようであった。 →直ちに受傷部
の確認・Vsチェックを行い、異常を認めなかった為、オムツ交換後、車椅子に乗車させ様子観察し
た。
朝のオムツ交換後、左上腕を表皮剥離している事に気付く。オムツ交換前後には患者さんから痛
みの訴えは全く無かった
朝のオムツ交換時シーツの上にデパゲンが落ちているのを発見。昨日夕後にシーツ交換をしてい
るので、本日朝の薬と考える
朝のケアーを終了しパジャマのズボンを上げたところ、23Gの注射針がPtの臀部の辺りに落ちて
いたらしく、Nsの指に刺さった 早朝のFBSチェック時の注射針の置き忘れ
朝のバイタル時に患者さんより除水を変更してほしいといわれ総除水3200mlを3300mlに変えた。
この時に自動計画除水スイッチをオフにしたため、自動計画除水が解除され手動除水になってし
まった。その事に臨牀開始30分経過時に技士チェックで気付きそれから手動計画除水を施行す
る。
朝のみインシュリン施行の患者であったが同室者との話で自分も夕方しなければならないと思い
施行してしまった。看護師夕食配膳時気がつく。
朝のみインスリンの指示でしたが２・３日前より血糖が高かった為 前日の夕に定期でインスリン
の指示が追加になっていた。その日の準夜勤であったが申し送りがなかった為、指示変更されて
いる事を知らず、夕の血糖値だけ測りインスリンをしていなかった。申し送り板のパソコン入力もさ
れていなかった。次の日も準夜勤であったが、その時も申し送りがなくインスリンができていなかっ
た。次の日の深夜勤看護師がいつもより血糖が高い事に気付き指摘され指示変更があった事に
気付いた。２日間インスリンができていなかった。２・３日前より血糖が高かったので高血糖になる
恐れがあった
朝のラウンド中Ａ病室で検温しているとＢ病室でドタッという音と同室者の「看護師さん」という声で
訪室するとベッドサイドに転倒していた。患者様は仰向けで倒れており、後頭部、左上腕外側の裂
傷があり、着替えようとしていたのか、ズボンをはいていなかった。イスに座らせ、外傷部の処置と
Ｖ／Ｓ測定し、Ｄｒへ報告。頭ＣＴ、ＸーＰの指示がでた。本人に聞くと、オーバーテーブルにつかま
ろうとして動いてしまい倒れたと説明する。
朝の環境整備のため訪室すると患者様のベット下に便汚染された衣類が３枚置かれている。ま
た、煙草の吸殻２本、メモなどが一緒にあった。患者様に問うと、「昨日、便もらした」とのこと。
朝の環境整備のとき、去痰剤がベット内に落ちていたのを発見する。

背景・要因
・深夜看護師の多忙さ 深夜帯で予期せぬ出来事が生じた。患者離院 ・深夜帯での業務に目
がいき、予定であったインシュリンの事を忘れて いた ・応援体制・情報の共有化に問題はな
かったか ・深夜業務の改善はないか
普段から抑制を嫌がり、興奮状態時は手足による暴力もある患者であった。 痴呆のある患者は
いつ何が起きるかわからない。

改善策
・患者故人の自覚という意味でも、管じゃにめいかくに伝える必要があ る ・タイマーなどの目安
となるものの活用 ・深夜業務の整備 ・患者異常自体の応援システムの改善

おむつ交換中、患者さんの両手がワサワサしていたので、その手を押さえながらオムツ交換を
行った。自分で動いてベット柵に当たったのかもしれない
服用介助を怠った。最終確認不足。

ベット柵をレバーつきの物と交換しオムツ交換、体位変換時にはベット柵を倒して交換することを
徹底した
内服介助時は、内服したことをしっかり確認する。

処置時、一患者一トレイの声かけをしているが、徹底していない

一患者一トレイの徹底

除水量を変更するのに、自動除水プログラムを消したのを元に戻すのをわすれた。

患者さんに除水を変更して欲しいと言われた時には、自動除水プログラムをオフにせず、総除水
量のみ変更する。そして必ず確実に変更されたか確認する必要がある。また変更の仕方をもう一
度再認識しておく必要がある。

インシュリン自己管理の方法。

本人話し合い納得の上、朝看護師がインシュリン持参となる。

朝の経管栄養注入前に、右上肢が唇を触っていた為注入前に右上肢を布団の中に入れた朝の
経管栄養注入後、栄養チューブが抜けていた。
朝の血圧が９０mmHgであったのにプロプレスを与薬してしまった
朝の血糖を測定し忘れる。患者には影響なかった。
朝の血糖測定で、数値が600mg/dlであった。持続でインスリンを靜注していたため、スライディン
グスケールはないと思い込み、スライディングを行わなかった。
朝の検温で訪室した際、患者本人から「ベッドから落ちた」と報告を受けた。患者はいつどのように
して転落したかは分からないとのこと。看護師も訪室時はベッド上で入眠しているのを確認してお
り、転落には気づかなかった。ベッド柵は足元に１本ずつ使用。患者は家でもベッドから落ちること
があったと話す。本人も覚えていない為落ち方は不明であるが、外傷なくバイタルサインも問題な
かった。
朝の検温の時訪室するとトイレに行きたかったとベッド柵をはずしベッドからずり落ちていた。疼
痛、打撲はなかった。打撲、骨折の可能性があった。
朝の検温時、栄養チューブの接続部が外れ、栄養が漏れているのを発見した。

栄養チューブを自己抜去したと考えられる。

上肢の抑制をする。手袋を使用する。

指示確認不足
確認不足
指示の確認不足

患者の服用している薬をしっかりと覚えておく
検査の測定前に再度確認を行う
血糖測定がある場合は、スライディングスケールの有無をカルテまたは、デックスにて確認する。

患者にあった対応をしてゆく。 柵は4本固定されていたので、足元の板を乗り越えたようだ。 →
頭側の板のほうが高いので、交換した。 今後同じような事があった場合は、“床寝”も考えるが、
床を這って動く可能性もあり危険である。

申し送りが徹底できていなかった。パソコンに入力されていなかった。その指示を確認できていな 申し送りを徹底 パソコンに入力 指示簿の記載方法の検討 その毎指示簿に戻り確認する
かった

オーバーテーブルにストッパーがない

患者教育オーバーテーブルの仕様基準の作成

定期的な訪室の際に十分な注意を払っていなかった。

患者様に快適な環境を提供することを意識するよう、職員に申し送る。

内服時の与薬に関して患者が内服を完了したところで、与薬出来たと判断し確実な与薬をしていく 与薬についてのマニュアルをスタッフ全員で確認しあう。
事が必要。
10529 朝の業務繁忙時に採血中の台に接触し、患者様が内出血してしまった。
業務の動線上の近くに採血台がある。採血業務に関わる者としての危険行動の認識不足。
接触事故になりやすい場所のスペースを確保
朝の経管栄養剤注入前のインスリンの指示を忘れ、経管栄養終了後、気がついた。血糖測定した 朝の注射に関して、各チームメンバー任せにしており、お互いの確認作業がない。
注意喚起のみ。
10530 ところ527mg/dlにて主治医報告。即効性インスリン追加で実施。患者の状態の変化はなかった。
10528

10531
10532
10533
10534

10535

10536

・家でもベッドから転落することがあった。 ・ベッド柵が１本ずつ足元に使用していたが頭側があ ・ベッド柵を日ごろ降りない左側に２本常時使用。右側は、日中は１本を足元に使用し、消灯時に
いていた為、無意識に体動し転落したのではないか。 ・睡眠時無呼吸症候群様のいびきあり、関 柵を真ん中に移動させる。患者にも説明し同意を得た。 ・訪室を頻解にし、睡眠状態を観察す
連はないか。
る。必要時体位調整をする。
・痴呆がある患者さんなので、理解力、身体的に低下していた。 ・・業務、労働体制上の問題点

チューブに白湯を通し、外していたところ、他の間者のアラームが鳴ったため作業を中断した。他
の患者に向かう時のチューブ確認不足。一つ事を終了させてから行う。
朝の検温時、患者より夜間入眠中にベッドから転落したがそのままベッドに戻り入眠したとの報告
ベッド柵は片側２点であったが、患者から話を聞いてみると自宅のベッドでもよく転落するとの事で
10538
を受ける。
あった。
朝の検温時に、頭にたんこぶを作って椅子に座っているところを発見する。 エアーマットを使用し エアーマットの選択が誤っていた。
10539 ていた。 どうしたかと聞くと、自分でベッドから降りて前頭部をぶつけたとのことだった。 バイタル
測定し、主治医に報告しCTの指示をうける。
朝の検温時に｢今朝、すぐ近所だから家に自転車で帰ってきた｣と患者より話あり。 手術後4日目 患者家族への説明・指導・教育が不適切・不十分 患者側の要因による
で安静度は棟内歩行器本人任せのレベルであった。 運動状態問題なし。 痺れが一部増強した
10540
ようだと、訴えあり。 安静度についてパスを用いて患者と確認。 主治医に報告し、再度安静度に
ついて説明をしてもらった。
朝の検温時に患者より、朝起きたら末梢ラインが抜けて下に落ちていたのに気づいたと言われ
手首に挿入中であったが、理解力に問題がなかったためただのテープ固定だけの管理にしてい
10541
た。
た。
朝の検温時に患者様の薬のカセットに朝の内服が入っていたため、朝の内服がまだと思い服用し
日付の確認を怠る単純なミスでした。
10542
てもらう 昼頃薬の袋の日付に気づいたその薬は翌日分であった。
朝の検温時夜間ベッドサイドで転んだと患者本人から言われた。
高齢であった事から、転倒・転落予防プランは立てていた。しかし眠剤服用中であったことや、や
10543
や老人性痴呆症状も見られていたので立案に個別性を加えたものであるべきであった。
朝の固定インスリン(ノボリン３０R １２単位)がある事を見落としており、ダブルチェック時も見落と 血糖測定時、ダブルチェック時にしっかりと確認がなされていなかった。
10544
していたため、インスリンが投与されなかった。
朝の固定のインスリンを射ち忘れた。
インスリンの点注をしていだ為、点注の指示の記載のみであるという思い込みがあった。指示書も
10545
見にくかった。
朝の抗生剤が点滴台に下がったままで落下させず、夕方気付く。夕方の分は時間をずらして注射
他にも点滴が何本も下がっていたので分かりにくい。 抗生剤終了の確認がされていない。 業務
10546
した。
多忙。
朝の抗生剤の点滴を誤って別の患者にしてしまった。点滴開始10分後に当該患者が点滴ボトル 単純に当該看護師の確認ミスである。
10547
の名前が違うことに気が付きナースコールで判明した。幸にも副作用等は発生しなかった。
10537
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・時間でトイレ誘導をする。
できるだけ中断をしない。慌てずに、示唆呼称確認からとの業務に移行する。手が空かない時は
他の職員に声をかけるなど協力を得る。
情報不足による、予防対策の看護計画が不備となった。早急な改善として両側の３点柵を行うこと
を患者と話し合った。
エアーマットを選択する際の基準を見直す。
以前の入院時にも無断外出があったため、患者所在について随時、確認する。 安静度の重要性
について、毎日患者と確認を行なう。
理解力と、睡眠中の体動などは関連が無い為、患者とよく相談し、包帯保護などが必要か検討し
あう。
日付の確認をしっかりすること。
眠剤服用についての適応の検討を医師と十分に行う。
血糖測定時、ダブルチェック時は指差し呼称にて、確実な確認をする。しっかりと二人の目で確認
するようにする。
思い込みをしない
実施者は、基本的な確認を確実にする。 メンバーは訪室時に落下の具合を見る。 業務分担に
ついて検討する。
ダブルチェックの徹底（点滴を受ける患者様に名前の確認を行い、点滴に書いてある名前と同じで
あることを必ず確認する）

具体的内容
朝の抗生剤を右前腕に点滴施行した。本人ウトウトされており、自己抜針予防を行なわなかった。
10548 施行後30分程度経過し、観察に行くと、自己抜針し、翼状針とルートの接続を外しているところを
発見する。刺入部止血できており、針による外傷なし。布団が少し点滴で濡れていた。
朝の抗生物質の点滴の準備をチーム全員の分を一人の看護師が行い 実施する時には、受け持
10549
ちの看護師が実施忘れ、後で気がつき予定の時間より遅く実施することになった
朝の採血時、名字が同じ患者を間違えて採血を施行してしまった。その時には気がつかず、個別
10550 ワークシートにサインをする際、そのことに気づく。
10551

10552

10553
10554
10555
10556

朝の時点で抗生剤止めの指示が出ていたが、指示受けしたリーダーが処置板を変更しなかった
ため夕の分の抗生剤を行なってしまった。
朝の巡回途中にデイルームから「バタン」という倒れた音がしたためあわてて確認に行くと患者さ
んが転倒していた。 この患者さんは、リハビリ中であり歩行練習していたが、まだ介助は必要な
状態であったが、Nsがいない時に一人で歩いてきていた様子。 患者さんへの影響は転倒による
骨折等の可能性あり
朝の処置でバクトロバン軟膏を塗布するのを忘れた。昼ごろ塗布のし忘れに気づき塗布、その後
の塗布の時間を遅らせた。
朝の小付けにビニール袋が入っていた
朝の情報収集後に点滴の準備をしたところ深夜帯で施行されていたので、溶解した点滴が破損扱
いとなった。
朝の情報収集時、ターゲスの採血が10時にあることは記憶したが、他患者のＧＴＦ送り迎えやその
他の業務をしているうちに，時間採血を忘れてしまった。リーダーに30分後，指摘され採血した。

背景・要因
・自己抜針は予測できたが、観察不足だった。 ・痴呆があるが自己抜針の予防策をとらなかっ
た。

改善策
・痴呆があるため、事前に事故防止策をおこなう。 ・訪室回数を増やす。

固定チームナーシングのシステムが徹底していないこと 受け持ち看護師の自覚不足

病棟内で受け持ち看護師の役割を明確にする 実施後注射箋のサインをすることで確認する

いつもは採血が入っている袋に名前・部屋番号を記入するようにしていたが、多忙のため、そのこ
とを怠ってしまった。 思いこみがあり、採血採取の際、ラベルと患者が合致しているかをしっかり
確認できなかった。
処置板の抗生剤を消さなかった。実施者に指示の伝達をしていなかった。実施者は指示簿の確
認をしていなかった。指示の転記をしている。
情報の伝達、連携の問題

採血の袋からラベルをだす際、必ず名前・部屋番号を書くことを怠らない。 採血の施行前・中・後
で必ず声に出し、ラベルと照らし合わせ患者確認をおこなう。
指示受け及び実施看護師は指示の確認を必ず行い、手順を守る。転記しない方法を検討する。
巡回の時間帯、誰かがその周辺にいるようにするか、このような患者さんを優先的に巡回し状態
を観察し、危険性を避けるようにする

申し送りを行なった時間が遅くなり、チームミーティングをせず、検温を行なった。また、処置表が
Ｎｓ室に無く確認が行なえていなかった。
袋から一度ボールに出すようになっているのに直接袋から機械に移してしまった
・実施時間の把握不足 ・先取りした情報と前勤務者との確認不足

決めたことを守って作業する
・治療方針の理解、時間指定の理解 ・前勤務者との連携

時間で行う業務の際は、忘れないための工夫が必要

タイマーをかけるよう指導した

指示を受けた看護師が記録に残していなかった。検査があることがわかっていたのにもかかわら 指示を受けたら必ず記録に残す。指示がおかしかったり、わからなかったりするものがあれば、医
ず、食事のことを把握してなかった。
師・他の看護師に確認し行う。検査内容の確認。
朝の食事介助が終わったころ、１階ホールで、２階から降りてきた患者様Ａに患者様Ｂが味噌汁を ここ数日Ｂ様は不穏傾向である。早めに個室等で対処する必要があったかもしれない。
観察を強化し、Ｄｒと連携をはかる。
10558
かけて、けんかになりそうになり、職員が止めた。
朝の食前チェックを施行するのを忘れた
確認ミス
何事も実行すると時にカルテやメモを確認してから行動する 朝は特に忙しいため夜間のうちに準
10559
備しておく
朝の申し送り後病室を見回ると、ベッドにいなかったため近づくと、ベッドサイドに仰向けで転倒し 血圧が低く、関節の変形拘縮があり両足ガーゼを巻いていた為転倒のリスクは高かった。
ベッド上にオムツは使用しない。
10560 ている状態で発見。シーツの上に引いていたオムツが滑ってそのまま床にずれ込んだ
打撲な
どない
朝の申し送り終了後、Ａ室に入り患者様を確認。ベッドに臥床していた。その後、Ｂ室に行き他の この患者様は連日夜間せん妄・不眠が続いておりベッド柵をはずしての起き上がり動作があり、 認知力や学習能力の程度により、患者様の行動はそれこそ、千差万別。「寝ているから大丈夫」
受け持ち患者さまのケアを行い９時２０分頃に詰所に戻り午前の点滴を用意していた。９時３０分 転倒転落の危険性があり注意していた患者様であった。朝の申し送りを受けてその事実を確認し の考えが要因の一つ。看護者間の声かけ、危険がある事の認識、目の届かない所で一人にしな
にＡ室よりコールあり、訪室してみるとﾍﾞｯﾄﾞ横に右側を下にして倒れている患者様を発見する。全 ていたが、寝ていることから大丈夫と安心してしまい、患者様への注意を怠った事に原因があると い等注意喚起の方法を検討
10561 身の皮膚状態を観察し、異常がない事を確認。患者様をﾍﾞｯﾄﾞに戻し上司、医師に報告する。
考える。転倒・転落の危険性のある患者様であり、昼夜逆転している事もあったので車椅子乗車
を促し、自分の目の届くところで作業をするか、離れる際は他のスタッフに声をかけ作業に当たる
べきであったと考えます。 チームでの業務ができるよう環境を整える準備が必要。また当事者
であるＮｓは大丈夫という安易な考えは今後持たないように！！" "
朝の申し送り中、チャイムが鳴ったため、病棟入り口に設置してあるカメラ映像を看室のモニター 精神症状として幻聴が活発。
言動、行動など十分な観察を行う。離院等に注意を要することを申し送る。
で確認する。すると、ドアから一人階下に向かっていた。職員が確認に行くと階段では患者様が両
10562
手に大きな手提げ袋を持っていて、「息子が下に来ているから」と話される。転倒の危険もあるた
め自室に誘導する。
朝の申し送り中清掃業者から看護師に、患者が倒れていると連絡があった。看護師が訪室する 患者は、肺ガンのため次第に全身状態が悪化してきていたが、脳梗塞がみつかり、それによる左 看護師や医師は患者の状態の変化をこまめに観察し、起こり得る事故を予測して対処を行う。看
と、ベッドサイドに患者が横たわっていた。患者に状況を確認しようとしたが、転んだとしか言わな 片麻痺が出現したため、歩行ができなくなり、転倒したと思われる。患者は数日前から尿便失禁を 護師は、患者が一人で歩こうとするのは、ほとんどの場合排泄行為が目的であることを認識し、排
10563 いため、状況は確認できていない。看護師は、患者が歩行できている状態だったので、ベッド柵を するなど、状態の変化があったが、それがガンによるものという認識が看護師にも医師にもあり、 泄パターンを把握して援助を行う。患者に対して、医師や看護師は患者が今出来ることと援助を
調節し、ベッドの右側が約９０センチメートル程度あいている状態だった。そこから床に落ちたもの 対応が遅れた。看護師の排泄パターンの把握不足。看護師が、患者に対して歩行時には介助が 必要とすることを説明し、理解と協力を得る。
と思われるが、詳細は不明。
必要であることを説明し、患者に協力をお願いするなどの行為を行わなかった.。
朝の体重測定の為に訪室したところ、ベットサイドにうずくまっているのを発見。右の額に４、５cm もともと杖歩行されている方。ベットが低いと端座位から立ち上がりにくいということで、５cmほど ベット柵をもう一つ（降りる側の頭部の方）に設置し合計３個にした。 ベットから立ち上がる時に安
の血腫できておりすぐにベットに臥床させVSチェック、血腫部の冷却を行いDrに報告した。血腫部 ベットが高くなっていた。 いつもなら、立ち上がってから杖をついていたが、今日は立ち上がると 定した状態でつかまれるものとして、遠くにあった室内用の椅子を降りる側のベットサイドに設置し
の痛みを訴えられるほかには頭痛・気分不良・レベル低下など見られず、血腫部の増大もなかっ きから杖をついたのでバランスを崩した。 ベット柵が降りる側には設置されていなかった。また、 た。 ベットの高さを低くした。 移動の際にはナースコールで知らせてもらうように説明した。
10564 た。Dr来棟後、ＣＴの指示あり施行。皮下血腫のほかに頭蓋内の出血などは認められなかった。 ベットサイドに安定した形でつかまる物が近くになかった。
詳しくPtに状況を聞いたところ、洗面に行こうと杖を使い立ち上がったときにぐらつき、そのまま転
がるように倒れ、床に右の額を打ったと。ベット上のナースコールを取ろうとしたが取れず、Nsが訪
室するまでに５分程時間があったと。
朝の蓄尿を提出をするべきところを提出するのを忘れてしまい、夕方になり検査室から連絡が入り 後で採尿しようと思いそのまま忘れてしまった。 検尿コップの置き場所が見えにくいところであっ 検尿コップの置き場所をテーブルの上に変更し、未検査であることが分かるようにする。 付き添
10565
未提出であることが発覚した。他の看護師から指摘されるまで気づかなかった。
た。
いの家人へ検尿があることを説明しておき、チェックを行えるようにする。
朝の着替えの際、患者様のジャンパーのポケットからおせんべい２個入り1袋と吸いかけの煙草１ おせんべいは、昨日のおやつの残りだと思われる。観察が不十分だった。
おせんべいは、のどに詰まられる危険があり、煙草も、火を消しきれずポケットに入れてしまうこと
10566
本を発見する。
もあるので火事になる恐れがあることを十分に説明する。
朝の注入食の準備と一緒に、注入薬の準備をしていた。注入薬用の注射器には名前が書いてあ 患者さんと注入用注射器の名前を確認せずに施行した為に、おきている。
注意力の低下する早朝の処置は、ミスに繋がりやすい為、早朝の処置は極力少なくするように、
10567 るが、間違えて他の患者さんの注入薬を持って行き、名前を確認せずに注入してしまった。詰所に
業務改善を検討していく。声を出して、確認をする。
戻ったときに薬が残っていた為、気が付いた。
朝の注入食前に血糖測定をしなければいけなかったが、せずに注入食開始した。その後主治医 注入食を施行するときに、他にいたスタッフに報告しなかったからではないか。
注入食施行の際は、リーダー看護師に報告してから施行する。
10568
報告し血糖安定していた患者であった為血糖測定は不要となった。
10569 朝の注入薬を袋から出し忘れており、日勤者が注入忘れに気づく。
確認不足。
注入の板で内服の確認を行ない1通り全部出し終えたらもう一度確認し見直す。
朝の調整待ちの時に患者様の周りにゴミが散らばっていたのでゴミ箱を取りに患者様の側から離 患者要因説明不足理解不足
患者様はもう抜けるからと聞いたので抜いてもいいと思ったと言っていた。今後の治療の方向性
れ、ベッドサイドに戻って来た所、ＮＧーＴを自己抜去して手に持っていた。抜去後患者様に嘔気、
や現状についての説明をしていく事が必要だと思った。
10570
嘔吐、誤嚥等はなかった。その時患者様はもう抜けるからと聞いたので抜いてもいいと思ったと
言っていた。今後の治療の方向性や現状についての説明をしていく事が必要だと思った。
朝の定期の抗生剤があるのに確認せずにない物と思い込み実施しなかった。その日の夕方別の 満床の状態で重症患者が多く時間で行う処置が多く気持ちにゆとりがなく確認が出来なかった。 忙しくても一つ一つの確認を気を付けて行う。満床時の患者の受け持ち体制について検討して欲
10571
看護師が朝の抗生剤が残っていることに気付き主治医に報告した。
しい。
朝の点滴アミカリックの点内にビタシミン２本入れる指示を１本しか入れなかった。
ビタシミンは冷蔵庫保存であってカゴに入っていなかった混入時ビタシミンを入れるため冷蔵庫か 確認不足であったので注射箋、注射液、量を確認する。
10572
ら出し混入したが本数を確認せず１本しか混入しなかった。確認不足
朝の点滴が９日中止になっていたのに見違えて予定通り準備した
各段階において確認不足
準備する当日の点滴係りが一番に確認を行わないといけない 集中して準備できるような環境も
10573
必要
朝の点滴と注射箋確認の際セフメタゾンを間違ってセファメジンで作成されていたのに気がつか 注射箋と点滴確認不足。
注射箋と点滴確認。
10574
ず。溶解してしまった。施注の際別の看護師が気がつき事故は防げた。
朝の点滴をミキシングしている時、マニュアルとおりしていたがアレビアチン１／２Ａを１Ａ混入し
伝票・アンプル共に１／２Ａと書いてあったが見落とした。
特に変わっている指示については、声かけして確認するようにした。
10575
た。伝票 確認し判明する。
10557

朝の食事を食べてしまった為に検査ができなかった。

処置表の確認を怠らない。

411

具体的内容
朝の点滴を準備していたところ２号紙と薬剤の内容が違う為カルテ３号紙と確認するとやはり薬剤
10576
の内容が違っていた処方箋に従いストックの薬剤を使用した為
朝の点滴を準備する際ノルニチカミンが１Ａ残っていることに気づいた。日付の記載が無くいつの
10577
施注忘れかは不明。
朝の点滴時に、ラベル間違いに気づかず施注してしまった。
10578

背景・要因
改善策
１にラインクルト１５万２にはラインクルトなしと言う指示であったが １ラインクルト５万２にラインク 指示を受けたものが責任を持って変更しておく
ルト５万が用意してあった
冷中の薬品であった。 薬整理の際、施注日時を記載していなかった。
薬整理の統一。施注日時が分かるようにしておく。

深夜で点滴ラベルを貼る、日勤で点滴を準備し患者本人と思い込む、施注する時、点滴に疑問を
感じるも処方箋を確認せずボトルとベッドネームだけ確認し施行する。
朝の点滴準備中確認して生食１００ｍｌにアレビアチン１Ａを注入し本人に施行する。その後再度点
アレビアチン１２５ｍｇと記入されていた。アンプルには１／２と記入してなかった。アンプルにも伝
10579
滴確認 作業中にアレビアチン１／２だったと気付いたので、医師に報告する。
票にも １／２と表示するようにする。
朝の内服を深夜の始めに準備していたが、その後処置に手間取ったためダブルチェックが行えて 処方箋の声出し確認。 ダブルチェック出来ていなかった。
10580 いなかった。朝与薬した。昼の内服を準備する時、パリエットが薬箱の中に残っていることを発見
する。
10581 朝の内服を与薬できていなかった。日勤者が気づく。
確認不足、詰め所にて準備していた、集中していたつもりであったが確認できていなかった。
10582 朝の内服時用意されていた内服薬がケースの中に１錠与薬忘れがあった
確認不備
10583 朝の内服忘れ。
朝の内服薬を出し忘れていた。
朝の内服薬、重複予薬。
残薬はなく翌日からの内服薬と思い、配薬カートに準備してしまった。
カルテ確認不足。
10584
10585
10586
10587
10588

10589

10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604

10605

10606
10607

10608

点滴を準備する時は、私語をせずに行なう。ベッドサイドまで点滴と処方箋を持って行き施注する
前に確認する。
アンプルにも伝票にも１／２と表示するようにする。
与薬する際、患者と一緒に確認していく必要有り。

処方箋を確認し確認を行なう、一度薬を出した後もう一度薬のボックスを見直す。
朝申送りが終了した後内服の与薬し忘れが無いか複数で確認する
確認不足
配薬準備は十分注意、何の薬なのか疑問に思ったらカルテを確認する。人数に余裕があれば、２
人で配薬準備をすることの検討。
朝の内服薬７錠を、４錠と３錠に分けて口に入れて飲ませた。ＩＣＵより病棟へ帰室後、ＩＣＵベッドに 受け持ちナースが、口の中まで入れてあげて飲ませた。しかし口の中に入れその後服用できてい 確実に内服したかどうか、嚥下できたかどうかを確認する。
消化剤が１カプセル落ちていて、内服させていなかった。
るのか確認しなかった。
朝の内服薬が床頭台に残っていた。患者は内服したと思うと答えているが深夜看護師は与薬して 確認不足（患者の家族が内服させたと思った）
自己管理の出来ない患者の内服確認は看護師の責任（家族に責任転嫁は禁物）
いない。 時間をずらし昼食後に与薬
朝の内服薬を、配薬後35分後、再度訪室すると中心静脈ラインが抜去されていた。
申し送りの時間であった為、目が離れた。
スタッフ間で協力しあいながら、目が行き届きにくい患者はなるべく目が離れないようにする。
朝の内服薬を整理している時に薬の整理ミスに気付く。パキシル２錠分一夕が分二朝夕の形で 処方箋の確認不足
毎回しっかりと医師の指示を確認する
入っていた。
朝の内服薬を前の日の夕方に1包化する際、誤って他患の薬と1包化してしまい、朝食後薬を他看 内服薬準備の際、患者様の訴えに対応しながら配薬してしまい、確認を疎かにしてしまった。又、 ・内服薬準備の際、他の事柄と平行して行なわずつ１つの作業を 的確に行なう。 ・１つの作業を
護者が配薬する際間違えに気づき、正しく与薬を行なった。
その後の再確認も忘れてしまうという2重の誤りをしてしまった。
行なった際には必ず再確認をする。特に薬に関しては最低３回確認することは、看護技術の基本
であるため、慣れや不確かな自身を持たないように、緊張感を持って勤務にあたり、的確な看護を
提供できるように努力する。
朝の内服薬を渡し忘れた。日勤看護師が昼食前に気づいた。（ラシックス・アーチスト・タケプロン） 確認不足。患者把握不足。ルール違反（内服管理表の管理の項目に印がなかった）
自己管理のできる患者まで病棟管理にしない（判断基準）。内服管理表の活用（ルールは守る）？
病棟管理と自己管理が明確にわかるよう工夫
朝の内服薬を渡すと患者から昨日今までにない薬があったと報告あり、配薬された薬の外装が 配薬時の確認事項
準備するとき薬袋、薬の最新の注意を払う。配薬時の再度確認する。
あったので確認すると同室の患者のものだった。異常なし。
朝の内服薬を配薬中、配薬トレイに点眼薬が入っていた為、そのままその患者に点眼した。しかし 点眼薬に名前がなかった。伝票を合わせず配薬ボックスに入っている人に点眼してしまった。
ルールの厳守。
その点眼薬は別の患者の点眼薬だった。
朝の内服薬記載で服用していない内服薬を、服用させた記録をしてしまった。
間違って記載をしてしまった。
一つ一つ確実に確認しながら行っていく。
朝の配薬間違い。他患者のところへ置いたのを家族が発見
確認不足・マニュアル違反
３回確認の徹底
朝の配薬時いつも内服していないラシックス１錠あり本人ナース共に疑問に思い確認し 他の患 前日の配薬確認時ラシックス１錠入れていないため内服を入れる箱内に誤って入ってしまったと 他の患者の薬が誤って配薬の箱に入らないように管理する
者の者と分かり与薬せずに済んだ
考えられる
朝の病棟採血を順番に開始していたが、病棟より時間指定のオーダーが入り実施した。その後、 ベットサイドまで採血管をもっていかずに採血後、別の場所にて分注した。
ベットサイドまで採血管を持っていき、ベットネーム、採血管の氏名を確認する。可能であれば、患
採血が途中となっていた病棟に戻り、早出の看護師と残りの採血を行なっていたが、他の看護師
者本人に氏名を言ってもらうなどの確認を徹底する。
から未実施の採血があるとの電話があり、検体取り違えが発覚する。
朝の部屋周りの時に患者さんから夜中に3回ベッドから落ちたと知らされる。ベッド柵はしていな
転倒転落アセスメントスコア-カードが生かされていなかった
転倒転落アセスメントスコア-カードの徹底
かった
朝の分の血糖測定検査をし忘れた。
指示確認の見落とし。
入院時点で、血糖コントロールが不良であった事など患者情報をもっと把握する。
朝の薬が床に落ちていた
確認不足
必ず口の中に入れて、嚥下を確認する
朝の薬の残りを見落とし、与薬しなかった。
朝の与薬準備の際に渡っていないことに気づかなかった。与薬サインのときも気づかなかった。配 配薬した後に残りがないか必ず確認する。配薬車に残薬がないか別の人間が再度確認する。
薬車に残薬がないか、確認作業を行う手順を行わなかった。
朝の薬を2回飲んでしまったと報告あり。主治医へ報告する。いつもは部屋で内服するが、今朝は いつもと違うのみ方をしている。時々 薬を分けて飲んでいる。
服薬確認。残薬チェック。声かけ。
デイルームで食事後そこで内服した。帰室後にいつものくせで薬を内服してしまったとのこと。薬は
自己管理していた。
朝の薬を昼に与えてしまった
業務手順・チェックの仕組みの問題点
配薬のチェックの確認
朝の与薬の中でプロテカジン（１０）１Ｔ／１×の与薬漏れがあったことを看護師が発見した。
業務手順・ルール、チエックの仕組みの問題点
定期処方を病棟でチエックし、患者名袋に戻すときに、再確認をしてから確認を押捺するように徹
底。
朝の与薬時に夕方の内服薬を渡してしまった。その後の残薬の確認時残数が遭わないことに気 内服薬が完全分包されると事故は減ってくると思う。 医師によってはシステムを使いこなせず、 決めたことを守っていく。
付き事故が明らかになった。 内服もダブルチェックを行うように取り決めたばかりであった。
完全分包にしてくれない者もいる。
朝バイタルサイン測定に訪室した際、朝食分の経管栄養がつながっていた。内服薬を確認しようと 薬を取り出すとき、カレンダーの曜日の確認が不十分だったこと。また、薬を注入する前に深夜勤 カレンダーの曜日を取り出す前、取り出した後と目で見て声に出して再度確認するようにする。自
カレンダーをみたところ、本日は金曜であるにもかかわらず見間違いで土曜の朝の所を見ながら 務の看護師に確認せず注入してしまった。
分の勤務ではない時間帯の薬が残っているのだとしたら、過剰投与を防止するため必ずその勤務
本日の朝の分が内服されていないと勘違いし、ワーファリン・メチコバール・アレロック散剤を深夜
の看護師に確認するか、患者様と一緒に声に出して確認する。
勤務の看護師に確認せず経管から注入した。その後深夜勤務の看護師に確認したところ、注入し
たと言われ、土曜の分を注入したと間違いに気付く。Drに報告し、経過観察行って欲しいと指示あ
り。その後、患者様に変化はなかったが、適宜バイタルサイン測定し経過観察おこなった。
朝はヘパリン中止の指示を、指示箋で確認し、自分でメモをとっていたが、ＩＣＵからの転室などが 指示箋の確認をし、メモをとっていたが、他患者の転室などで気をとられ、観察が不十分になって 麻酔科医に報告。通常通りプレメディーとなり、オペ執刀となる。タイマーなどを使用して、時間を
あり、忘れてしまった。
しまった。
チェックする。他のスタッフにも声かけをして、時間を忘れない。確認を怠らない。
朝まで鎮静をかけていて半覚醒状態で転院となった患者。興奮が激しいため抑制することで更に 前回の訪室で転倒・転落対策センサのスイッチをＯＮにしなかった
退室する際は必ずスイッチの確認をする 体幹抑制＋センサを使用した
混乱が予測されたため，転倒・転落対策センサを装着。大きな声で訪室するとベッド下に横になっ
ていた
朝より化学療法（ＣＨＯＰ）を左前腕の末梢ルートより施行していた。１１時４５分にアドリアシン終了 追加時に逆血は確認し施行したが、その後何らかの原因により刺入部の漏れが生じたと考えられ 今後も末梢ルートからの治療施行時には、特に注意をして逆血や刺入部の腫脹など確認し、施行
し、その日の部屋の担当者と共にダブルチェックにて点滴確認し、逆血を確認後エンドキサン１００ る。
していこうと思う。
０ｍｇ＋ＰＳ５５０ｍｌを追加した。その後１０分後にナースコール有り、刺入部の痛みあり腫脹みら
れた為、点滴の点下を止めたとの報告をメンバーより受けた。（点積３９）すぐにＤｒへ状況を報告
し、診察後Ｄｒより直接皮膚科へ連絡とり、冷却し症状改善しないようなら皮膚科受診との指示が
出て、冷却した。
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具体的内容
朝より家に帰ると落ち着き無くふらつきある中歩かれていた。その都度見守り・介助にてそばにつ
いている状況でした。１６時車椅子乗車し、ホールでテレビなど観て過ごされてた。１６時４分自室
に戻られ車椅子からベットに移る。車椅子片付けおり目を離してしまった。その際A氏立ち上がろう
として､バランス崩し麻痺側である右側より転倒。右肩から落ち右側頭部をベット下のハンドルに打
10609
つける。右もみあげ～耳下にかけて内出血あり、レントゲン・ＣＴ上今のところ異常なし。

改善策
今後に対しては、周りのスタッフに対して徹底した報告・関わり、自分自身に対して危険に対する
意識を改めて考え治さなければならないと思いました。 患者様は、現状の自分の歩行能力低
下に対してもいらつき、現状理解も十分でなかった過度な観察がより患者様の興奮を増強する時
もあり近づきすぎず見守るようにかんさつしていた。今ベットへ戻ったばかりと少しの安心（油断）
がでてしまったと考える。患者様の行動の目的、本当にベットに戻りたかったのか？もかんがえな
がら、観察を継続して欲しい。 転倒する人は繰り返し転倒します。危険だから傍についている・
看視しているのみではなく、病態的に理解して状況判断能力の阻害・ 危険回避能力の低下を考
え、対策を練ることが重要だと思います。
朝より内服の変更（デパケンシロップが中止となり、セレニカが開始）であったが、処方箋ファイル 中止に指示変更があったときに必ず処方箋ファイルに中止の記載及び内服薬を中止棚にいれる マニュアルを徹底する。 確実に決められた仕事を遂行する。
のデパケンが中止と記載されておらず深夜勤務者(受持ち以外の看護師）が両方の内服を患者様 ということを徹底する事が大切であった。 内服の変更があった事を同勤務者に報告したおくこと
10610
の病室へ配薬していた。日勤の受持ち看護師が訪室し内服されているか確認したところ中止され も重要であった。
ている内服があったため、患者家族へ中止である事を説明し引き上げる。
朝検査の為尿道バルーンをクランプし開放するのを忘れてしまった
朝検査が多いため尿道バルーンをクランプし次の患者さんの採血をしていたら開放する事をわす 朝の検査、採血等終わったらチェックをし、とり忘れているものがないか確認する
10611
れてしまった
朝呼吸が苦しくなり、喘息の発作が出てきた為、救急室に来診された。DIVと吸入で症状落ち着い 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
医事課へ検討依頼 受診から薬受取り迄の、プロセスでのリスクの改善検討事務受付のパソコン
た。帰宅時、患者様から8日、内科（DMと呼吸器）受診した時の喘息の薬が欲しいと言われた。話
で、会計操作する時の確認時に、他科会計の表示は出ないのか？（医事課パソコンに当日他科
を聞くと、8日に会計を終えて（DM分のみ貰い）、薬局で薬を受け取ったが、喘息の薬は渡されな
の、コストも同時に出るような表示の改善が必要！）
かった（喘息の会計はなかった為）。しかし、患者が帰宅後に気が付き、病院にTEL。薬局で「すぐ
10612 に速達で郵送します」と言われた。しかし、翌日になっても郵送して来なかった。（台風の影響？）
薬局に説明して、8日処方された同じ薬を、再処方して貰い持って帰って頂いた。（＊「郵送した薬
が届いたら、開封しないでそのまま病院に返して下さい。」とお願いした。）（処方箋は、外来医師
から渡され３番会計窓口に持って行くが、３番窓口で廃棄するため、会計計算事務には渡されな
いルートになっている）
朝後退院の患者様が持続点滴をしており昼食をとらずに退院すると知っていたのに滴下速度をそ 持続点滴を何本まで施行して帰るのか医師に確認するべきだった。
確認をきちんとおこなう。
10613
のままにしていたため１４時に退院することになってしまった。
朝行くはずの抗生剤の輸液が夕方の輸液準備時に残っていることを発見する。
カルテのページが変わり、転記されていなかった。処方箋も、本体の輸液のみ赤線で枠がしてあ 処方箋をメインの輸液用と抗生剤用とに分けておく。
10614
り、見落としてしまった。
朝施行するＤＩＶ類が机の上に準備されていた。（前もって先輩が準備してくれていた）つめる際に 確認技術の未熟
教育
コンピュータで1つ1つ確認しながら行った。が薬品名、ｍｇ、ｍｌはしっかりと確認したものの、数量
10615 までは確実に確認しなかった。そして、そのまま施行した。その後ＤＩＶのタなの確認した時に1管
残っている事に気付いた。すぐにリーダー、主治医に報告し、生食50ｍｌ+ファンガード50ｍｇ1管×2
回/日の指示に変更となった。（本日のみ）
朝自己管理できるようにするため、薬ケースに内服薬をセットして患者様のテーブルへ置く。食後 患者様へ説明する前に薬箱を本人のテーブルに置いて、他の処置へ移動してしまった。患者様 患者様へ状況を説明し、薬の影響で午前中眠気が強くなるため、ベッド上安静になっているよう説
に内服する分なんで、その場では説明ぜずにナースコールがあった病室へ移動する。食事を配膳 が、そのように解釈することが予測出来なかった。
明する。患者様の家族へも状況説明し、今後内服間違いしないように退院までは、病棟管理にす
10616 している最中に患者様より「食事の前に内服する薬があると昨日の看護師から言われたから 黄
ることを患者及び家族へ説明する。主治医へも状況報告す。重複する薬については、12月12日21
色のケースから薬を2種類内服しました。」と報告あり。患者様が飲まれた薬は、寝る前に服用す
時内服内容のみ ザンタックのみ一時中止し リーゼのみとする。主治医にも薬を病棟管理にする
るリーゼ1錠とザンタック1錠であった。
ことを報告する。
朝出勤してきたら、外来待合室に患者様が既におられて、診察は何時からと問われたため、９時 時間外救急勤務者と外来看護師との時間的な引継ぎの不備。
朝早くから来られている方には、声をかけてあげて、トラブルを防ぐ。
10617 からです と答えそれまでお待ちくださいませと言うと、タバコを飲んだので時間外救急に電話して
来られたと判り、 胃洗浄の準備をしつつ、医師に連絡する。
朝巡視時、痴呆患者が床でおむつを枕に布団をかぶって寝ており、前額部に打撲の跡があった。 監視不十分。
要注意の患者は頻回に訪室する。
10618
サークルベッドの柵は下がっていた。（患者が下げた）
朝食・昼食とも全量摂取であったが、カルテに記載するのを忘れてしまったため、翌日、深夜でイ 糖尿病がありインスリンも施行している患者様であったが、申し送り時にも食事摂取量に関して一 記録忘れがないか、日勤終了時に確認する。
10619
ンシュリンの指示を受ける際、食べていないと誤解し、指示受けすることとなってしまった。
切伝達しなかった。
朝食がなかなか起きられず食べることが出来ていなかった。9:30頃注射しようと訪室するとベッド 部屋からトイレまで距離があった。状態が少しずつ悪くなっており、臥床している時間が長くなって 筋力低下も見られ、ふらつきもあったことから部屋での排泄を促す必要があった。また、トイレまで
10620 上座位となっており食事をしかけていたため退室。9:50頃廊下を歩行しているのを見かけたが他 いた。 部屋に尿器やポータブルトイレを設置していたが、使用せずトイレまで歩行していた。
歩行する際は、付き添う必要があった。
患者の処置中であったため部屋に入ったとき転倒したと呼ばれた。
10621 朝食についていたリンゴジュースの賞味期限が切れていた。新しい物と交換する。
業者との入庫の際の確認
日付の確認を徹底する。
朝食についているふりかけで、卵禁の患者様に卵の入っているふりかけがついていた、との連絡 ・パッケージの表示を見て(卵は入っていないと)思い込んでしまったこと
・確認の徹底 ・メニューの検討(卵禁の患者はふりかけの代わりに練り製品で対応) ・表示だけ
10622 が病棟看護師よりある。 確認したところ、ふりかけはすべて「鮭」のふりかけであったが、開封して
でなく内容成分の確認を行う
みると卵が混ざっていた。
10623 朝食に提供するはずのサラダが1名提供されなかった。
業務手順・ルール、チエックの仕組みの問題
未提供物があったが確認しなかった。今後、確認を行う。
朝食の「おひたし」に石が混じっていた。患者に指摘され気づいた。すぐ別の「おひたし」を提供し
確認が不十分であった。
１ 下拵えの段階で、十分な洗浄を徹底する。 ２ 盛り付け時、お互いに異物の混入がないか
10624
た。
確認しながら作業する。
朝食のため、詰所で待機中、車イスからずり落ちた。他の患者様の介助のため他の病室へ行き、
車イスからのずり落ちが予測される患者だったので、車イスに移動させるのが早かった。
転倒・転落の危険がある患者様は、なるべく直前に起こし、危険防止をする。
10625
帰ってきてずり落ちていたのを発見した。
朝食のため、病室にいる患者様の誘導を行っていた際、マットのない空きベット上に倒れているの 尿失禁でマットをクリーニングに出した後、すぐに代わりのマットをしかなかった。また、この患者様 この患者様はもともと転倒リスクが高く、安全帽を持っているが最近かぶっていなかった。指導を
10626 を発見。患者様の右額部が腫れていた。
は安全帽を装着しなくてはならないのに、最近装着していなかった。指導、観察が不十分だった。 徹底する。
10627
10628
10629

10630

10631
10632

背景・要因
朝より落ち着き無く随時見守り・付き添いしており、A氏がホールで過ごされ戻ってきた事に気づか
ず、他の患者様のサクションをしていた。スタッフに随時声掛けを行い見守りしてもらっていたが、
車椅子を片付ける際一瞬だからと目を離してしまうなど気の緩みがあった。又私自身も周りの状
況を確認するなどの気配りに欠けていた。他のスタッフに対しても、A氏の状況を説明するなどしっ
かり伝えることに欠けていたためこのような転倒が起こったと考えます。

朝食のため食堂に行こうとベッドより降りようとした際、床に膝をドスンとついてしまう。疼痛（ー）。 以前より歩行障害ある患者様で日常の移動時はゆっくりマイペースで壁伝いに歩行されている。
両膝発赤(＋）。経過観察とする。処置をしようとしたが、本人拒否。
介助しようとすると拒否することもあり、見守りとしていた。看護者3名いたが2名は介助を、もう1名
は注射等の処置を行なっており観察不測だった。
朝食のみそ汁をこぼしてしまった患者が、ズボンを履き替えようとして転倒してしまった。バイタル 食事時間帯で全ての患者に目を向けることができなかった。食事中に更衣しることの予測が困難
変化なし、右ひざ下に紫斑ができてしまった。
であった。
朝食のみそ汁配食時、通常と異なる作業行程（盛り付け済みの器にスープを注ぐ）であったため、 確認不足
スープの注ぎ漏れが発生し、患者様の食事の中断と不信感を与えてしまった
朝食の下膳後、昼食用に食札をそろえていると、通常は部屋番号を確認しながら、ホワイトボード 同時刻に栄養指導の予約が入っていたため、急がなければと言う気持ちで慌ててしまった。
の数とあわせていくが、部屋番号の確認を怠り、さらに配膳前の確認時にも他の階の食事混入に
気付くことができなかったため、Ｘ階の患者様の食事が、Ｙ階の配膳車の中に入ってしまった。
担当のヘルパーから直ぐに、違う階の患者様の食事が入っていることを指摘され、直ちに患者様
に届けた。対応が早かったため、他の患者様とのタイムラグはなかった。
朝食の器を取りに保護室に行くと、器はきれいになっていたが、トイレの中にビニール袋や醤油袋 トイレの水道栓は止められていたため、詰まって水が溢れ出す恐れはなかった。観察が不十分
等が一緒に捨てられていた。
だった。
朝食の経管栄養を注入中であったがＮＧーＴを自己抜去された。 ライン抜去動作があったため両 抑制が不十分 観察不足
上肢を抑制させて頂き行っていたが体をずらして抜いた。
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観察を十分に行なう。
食事を取るときにも目を離さないよう、食事をリカバリー室で取ってもらう。衣服に鈴を付けて動き
があれば音で分かるようにする。
スープを注ぐ時、盛り付け済みの分と配食準備ができたものと区別する為お盆を変えるなどの改
善をみる。
現場で、最終盛り付けする人も食札に書かれている階数もチェックするようにする。 病棟によって
食札を入れるケースの色を変えることも検討中です。

部屋全体や窓の外の確認を行う。精神症状の悪いとき、食事はＮＳが付き添うことを検討する。
抑制を行っている時は効果的に出来ているかどうか頻回に確認する。 体がずれないように体位
も確認する。

10633

10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642

10643

10644

10645
10646
10647
10648
10649
10650
10651

具体的内容
朝食の時、患者の名前を確認したが、バットの中身の薬は朝食後のものだと思い込んでしまった
為が、朝食後のものとして飲ませた。しかし後からスタッフが空いた薬をみて夕食後に飲ませるも
のと気が付いた為、後から夕食後のものだと分かった。朝食後の薬が全てバットの中にあるとは
限らないので、いつの薬か、患者さんの名前とバットからとる前、持って行って飲ませる前、飲ませ
た後、確認する必要と疑う気持ちの欠如から今回の事故が起こった。
朝食の主食がパンの患者様に、おじやが配膳されていた。
朝食の重湯の中に異物（長ねぎの片鱗）混入した。
朝食の準備のため、患者をベッドに端座位にし、他の患者の配膳をした。その間、患者がベッドか
らすべってしりもちをつく形になった。外傷は無かった。
朝食の竹輪の中に異物（石）が混入していた。
朝食の配膳間違い、苗字のみの確認で配膳し患者より指摘される
朝食の配膳時２人部屋の食事を一人で２人分持ち病室に入る。名札を見ずに食事を置き、名札を
手に持って退出する。その後、患児の母親より食事が間違っていると報告あり。離乳食と幼児食を
入れ間違えたことに気がつく。その場で間違えたことを謝罪し、両患児の母親が食べる前であるた
め取り替えてくれればよいと言われ交換する。
朝食の味噌汁の中に、輪ゴムが混入していた。
朝食をダイニングにて摂取するため、ダイニングのテーブルの所で車椅子に座ってもらっていた。
しばらく目を離していると車椅子からズルズルと斜め前にズレ落ちていった。
朝食を持参した時、蓄尿袋の排液の管をくわえていた。クランプの器具ははずしてあり、周囲に尿
汚染はなかった。定かではないが、１００ｍｌ位は飲んだ可能性あり。患者様は飲んでないと言った
が尿の残量から見ると飲んだ可能性がある。
朝食を車椅子座位、ベットサイドで摂取される患者であるため、ベットから車椅子に移動する際、
支えきれずに共に転倒。膝から崩れる形で尻餅をつき、床頭台の引き出しに頭部をぶつける。
皮下出血・打撲跡なくバイタルサインにも大きな変化はなかった。
朝食を配膳するとき、Ａ氏に朝食(ラコール200ml×2本)を看護助手に持っていくようお願いした。Ａ
氏の場合、食注は1.5時間で落とすという指示がでていたが、病室の壁にその指示が紙に書いて
貼ってあるため、看護助手にそのことを申し送らなかった。しかし、看護助手は他患者と同じように
食注を１滴／秒の速さで落としてしまい、30分で終了してしまった。
朝食介助のとき服薬介助の患者さんの薬を看護師さんの机から自分で持ち出して服薬介助を行
なった際に、別の患者さんの内服薬を間違えて服薬介助した。
朝食介助後ベッド柵を上げ忘れ、看護師に指摘され気づいた。
朝食介助時、患者が、くしゃみをして,その際口腔内の食物が、気道内に入り誤飲した。
朝食後、エレベーター前の椅子の近くにセンノサイド1Tが落ちているのを発見する。前夜、ある患
者様が「赤玉1つ落とした」と言われ、職員が探したが見つからなかった。しかし、ご本人に、なくし
た薬かどうか確認するとそれではなかった。
朝食後、お茶でむせる患者を発見。｢くすりがのどに引っかかってしまった｣とのこと
朝食後、患者が自分で車椅子を使用し、ベッドサイドに戻った。他患者介助時、「いたい、いた
い。」と声がするので訪室すると、車椅子から転落していた。 外傷なし、頭部・上下肢腫脹なし。
朝食後、患者さんを洗面台にて口腔ｹｱを実施時、朝食後の内服薬（錠剤）が1/2程度とけている
状態で入れ歯についているのを発見する。患者への影響はなく薬の識別は出来ていない
朝食後、患者は下膳のため配膳車にトレイを戻そうとして手元がもたつき、同時に足元がふらつい
て尻餅をついた。看護師が配膳車横を通りかかった時、座り込んでいるところを発見する。患者は
骨転移があり、骨折の危険性があった。

背景・要因
内服投与システムの不徹底教育訓練不足

改善策
訓練の徹底

配膳時の確認が不十分であった。
ＮＳに厨房に連絡してもらう。
食器洗浄が不十分であったのか、乾燥した野菜が落とし切れなかったのかと思われる。
洗浄担当者にチェックの徹底を指導した。
端座位姿勢のとりかたが不十分だった。 車椅子座位の検討がされていなかった。 眠剤を服用し 眠剤は中止。座位は車椅子を基本とした。
ており、起床時も少しボーっとした感じがあった。
業者が作っている竹輪である為、中まで検査を行うのは難しい。
業者に連絡し、調査を依頼した。
ﾌﾙﾈｰﾑでの声だし確認の徹底をしていない
ﾌﾙﾈｰﾑでの声だし確認の徹底
深夜勤の朝で忙しく焦っていた。 配膳後に食札を回収してしまった。 食札の名前の確認を行わ 必ず食札の名前の確認を行ってから配膳する。 食札を食事が終わるまでお膳に残しておき、母
なかった。
親が確認できるようにしておく。
厨房内での輪ゴムの使用は禁止している。
前にも同じように転落したことがあったため車椅子をテーブルにつけて座らせていたが、少しの隙
間からズレ落ち車椅子が移動してしまったよう。
観察不足

厨房内で不必要なもの、危険性のあるものは排除する。 環境整備をする。
車椅子とテーブルを隙間が開かないようにしっかりくっつける。車椅子に乗せているときは長時間
目を離さない。
理解力が低下している患者様の観察は頻回に行う。また、必要時はミトンなどを使用し抑制させて
頂く。

患者は、ここ数日全身の膨隆疹による掻痒感にて、睡眠不足の状態で、起立動作も通常より鈍
く、通常の移動介助よりは腕力と骨が必要であったが、今まで一人で介助出来ていたため「一人
でも大丈夫」と言う思い込みがあり他のスタッフの協力を求めなかったこと。。
配膳前に特別な指示のある患者の情報を看護助手に口頭で申し送らなかったこと。また、看護助
手が病室の壁を注意して見なかったことが考えられる。

漫然としたルチンワークをこなすのではなく、常に患者を観察、アセスメントし臨機応変な介助方法
を選ぶよう指導していく。

内服介助時の取り決めが曖昧であった

内服介助のマニュアルの検討 与薬時のダブルチェックの徹底

他の患者が声を出したため、そちらに気を取られ慌ててその場を離れた。
食事介助時のマニュアルの再検討。
服薬の確認が不十分だった。

ベッドから離れる場合は必ず指さし呼称をして確認する。
観察の徹底、誤飲の危険性の高い患者は、看護師の食事介助とする。
患者様にも落ち着いて服用していただくよう説明する。掌にのせ落とす可能性がある方は袋口元
まで持っていき服用するよう指導する。

個々の嚥下能力把握不足。
患者が部屋に戻る時、介助にてベッド上に臥床させ、柵をつけるようするべきであった。

錠剤を散剤へ変更した。
車椅子で座位保持はしっかりできる患者であるが、今回は上体を動かし、バランスを崩したと考え
られる。車椅子で一人で移動可能な患者について、全体的なカンファレンスを持つことにした。
嚥下状態の観察 服用時の十分な水分を準備する

服用時の患者の嚥下状態の確認

看護助手にお願いするときは注意して欲しいことをきちんと申し送る。また、食注の時間だけに関
わらず、食事や体位変換の際に注意しなければならないことは病室の壁に紙に書いて貼ってある
ので、何か援助をする前は確認してもらう。他の患者の介助と変わり看護師が調節する。

日中は看護師や家族がいるため患者が下膳することはなかったが、深夜勤務帯であり、看護師 患者に説明を行う。主治医の病状説明と合わせて、日常生活の留意点について指導する。 深夜
が他処置を優先している間に、患者自身が下膳していた。 貧血があり、食後であったことがふら 勤務者間や早出勤務者との情報交換を十分行い、要介助者の把握に努める。
10652
つきの要因とも考えられる。 マンパワー不足。２人夜勤と早出勤務だが、他処置で時間的余裕が
ない。 転倒予防について患者の理解が得られていなかった。
朝食後、喫煙室でたばこを吸った後、立ち上がり歩行しようとしたところ、軽度の眩暈出現し、後ろ
患者への指導不足。
喫煙直後は急に立ち上がらないように指導する。
10653
向きに転倒した。外傷・腫脹・疼痛なし。
朝食後、車椅子からベットに移乗するするため靴を履かせる。２人での臥床を行う際、左踵部から 物理的な環境や設備上の問題点
緩めのくつ下を着用していただく。ステップ自体を保護する。
10654
の出血があり、確認すると、２MM程度の創傷ができている。
10655 朝食後、車椅子に乗っている患者様を車椅子ごと倒してしまう。倒された患者様は外傷なし。
事態変化の激しい方の観察が出来ていなかった。
状態が不安定な時は観察を密にする。
朝食後、食堂にて顎部にアザを発見し尋ねると「トイレに行くとき転んだのよ」と話す。夜間良眠し 夜間、薬剤の影響下で一人でトイレに行くときの説明が不足していた。
夜間の観察の強化。患者への説明を十分に行い、コミュニケーションに努める。
10656 ていたことを確認しており、いつその状況が起こったのか確認できない。「夜眠かったのよ」と話
す。特に他の症状の訴えなく、食思良好。表情良い。
朝食後、男性用トイレからナースコールがありトイレに向かうと洋式トイレ、手すり脇に壁側を背に オムツ内で排泄している患者様であり朝食前より便意を訴えていた。ADLレベルは以前よりアップ 認識力に欠ける患者様や、危険行動を起こすと考えられる患者様においては観察できる範囲内で
10657
車椅子よりずり落ちた形で転倒していた。
してきており認識力の不足から自力で動いたためと考える。
過ごしてもらう。又安全ベルトやすべり止めが必要.
朝食後、本人の内服薬のほかに、同姓の他患者の内服薬を服薬させた。空き袋を見て気がつい
見間違えと注意不足。確認不足。
薬箱から内服薬を取る際は、１つ１つ名前を確認する。服薬させる前に再度、薬袋の名前と患者
10658
た。両手の軽度振戦が見られた。
が一致するか確認する。同姓の患者がいる場合は、特に注意を喚起できるようマークを付ける。
朝食後、薬を配った時にAの患者の薬をBの患者に配布してしまった。 Bの患者に謝り、Aの患者 見落とし見間違い
薬は、間違ったら大事に至るので配る時に再々確認をわすれないように気をつける。
10659
に薬を持っていった。
朝食後、薬を服用させようとしていたところ、その患者様がトイレに入り、呼んでも出てこなかった。 朝薬をそのままにしてしまい、目の届く所に置くなどの工夫をしなかった。昼薬を服用させるまで気 薬袋を切って、粉、錠剤を一緒にする時は、内服する直前にした方がトレーに入っている時に袋の
10660 そのため、後で服用させようと思い看室に入る。すると、そのまま、投薬するのを忘れてしまった。 づかなかった。昼薬セット時のケース内の確認が不十分であった。
確認をしやすい。昼薬セット時の確認について申し送りで注意を促す。この患者様の配薬ケースを
手前に移動する。
朝食後、与薬するために薬袋を確認。氏名、赤線に引かれている部分（朝食後、半錠、１日１回、 思い込み。確認漏れ。確認不十分。
内服薬投与時、処方箋や薬袋を確認するよう指導。
10661 薬名）を確認し、与薬したが、「１日おきに服用」の文字には赤線が引かれていなかったため、見落
とした。深夜帯の他の看護師が隔日投与であったことに気付いた。患者に異常なし。
10662 朝食後・夕食後２回／日の内服薬（スローフィ）を朝食後と昼食後に内服した。
説明不足
患者様に薬を渡すときはしっかり説明を行う。 内服する前に確認してから服用してもらう。
朝食後で終わる薬があり その次の薬を渡そうとした時処方箋と確認したところハイペンとガスロ 薬が上がってきた時に数と日数分と種類の確認すべきであった
ベッドサイドへ薬を持っていく場合もう一度確認をする 分包されていて不安な時は聞く
10663 ンと記入されているのに対し薬剤はハイペンとセルベックスであることに気付いた ２日前に伝票
処理した時には気付かなかった
朝食後にプレドニゾロンを２錠のところ１錠のみ与薬した。（看護師管理薬）翌日の深夜勤務で薬 確認不足 Ｗチェックが正しく行われていない。
内服薬を準備する時は２人の看護師で声に出して指示シートを読み確認する。 Ｗチェックを行う
10664
の数（残量）がおかしいことに気付いて発見した。
ものも責任を持ってＷチェックを行う。
朝食後に内服薬があり、お膳に準備しておくも、途中他の患児の吸引に呼ばれ15分後に戻るも忘 作業が中断して時間の経過と共に、うっかりしてしまった。
作業中断時には、もう一度思い起こして一から行う。
10665
れてしまった。
10666 朝食後に与薬するスローケー６００ｍｇを１回２錠のところ１錠しか与薬しなかった。
確認不足
指示シートや薬袋の確認をしっかり行う。
朝食後のＭｉを配薬しようとすると、違う患者の薬が一緒にあった。袋を出したときにすぐに気付い
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確実にその患者様の薬の袋へ分包時に入れる。
10667
た。また処方箋とも違っていたので気が付いた。
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10668

10669

10670
10671
10672

具体的内容
背景・要因
朝食後の定期処方薬を配り忘れた為、薬を時間通りに服用できなかった。主治医に連絡をとり、 配薬業務での確認不足。 配薬マニュアル通りに出来ていなかった。 配薬ケースは、手前から
その日は 朝⇒昼、昼⇒夕、夕⇒寝で服用した。 朝分の配薬は夜勤者、昼分の配薬は日勤者が 夕、朝、昼、夕となっており、朝を配る際には前日夕分の空袋がもどされており見にくかった。 小
行う。通常の流れは、前日日勤が処方箋と合わせながら小袋に入れる。⇒2：00～3：00に夜勤者 袋を取り分けたら、もう１人の看護師が間違いなく取っているか確認することになっているが忙しく
が確認しながら小袋をバットにとる（時間がある時だけ実施，マニュアルでは決まっていない）。⇒ 出来なかった（普段はしている）。 薬がないと訴えられない患者さまであった。
朝、配薬ケースから朝のすじだけを取り分けて持って行く。今回は、徘徊患者、ナースコール等で
忙しく夜勤者が小袋をバットに移す作業はしていなかったため（前後の日もしていない）、朝になっ
て食堂で食事をする患者分（14人）を取り分けて持っていった。患者さまに渡す際には、名札の裏
に書かれた処方内容を確認しながら渡すことになっているが、実際確認していなかった。⇒薬自体
を持っていってなかったため、気付かなかった。
朝食後の投薬は日勤者で行うため、日勤者２人で確認し、すでに患者様が食事を済ませていたの マニュアルに沿った行動ができていない。 看護師間の情報伝達が十分にできていない。 内服
で内服していただいた。ナースステーションに戻り、施行印を押そうとしたところ、印が押してある事 薬チェック表の印は押されていないと思い込み、確認しなかった事。
に気づきその印の夜勤者に確認したところ朝食後服薬させたと知った。内服薬がスローケーとメリ
スロンであり、婦人科コール当番医師に電話報告、様子観察と指示を受けた。リーダーナースに
報告し、念のためにモニター装着し観察を行った。
朝食後の内服薬と夕食後の内服薬を間違えて内服させてしまった。朝・夕とも差異なく大事には至 確認を怠り気ずかずに業務を行った。
らなかった。
朝食後の内服薬を配薬した際、食前薬が残っていること気づいた。
食前薬を食後薬と思い込んでしまった。
朝食後の内服薬を忘れた。 患者に異常はなかった。
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点（看護師、助手） 業務手順・ルール、チェックの
仕組みの問題点
朝食後の配薬を忘れた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
朝食後の薬でウロ科の薬を内服させ忘れた．薬のセット時も確認し忘れた
業務が多忙であり、確認する余裕がなっかた。

改善策
夜勤での確認（処方箋と配薬袋）をマニュアル化する。 食堂で食事をする患者さま分の薬を分け
て持って行く際、取り忘れがないか必ず確認する。 配薬の際に別のケースに取り分けるのではな
く、元のケースごと持って行く。 空袋はケースにかえさない。 夜勤での確認をマニュアル化し、印
鑑を押すようにした。

マニュアルに沿った行動をする。 内服薬のチェック時、処方箋だけでなく内服薬チェック表も確認
する。 看護師間での情報伝達を確実に行う。

ひとりひとりの確認の徹底。
指示確認は確実に行っていく。
自分で確認する。連携の徹底

確認、チェック方法検討
内服薬の処方箋と内服薬を一緒に持っていき患者もしくは患者の家族と共に確認する必要があっ
た。
朝食後バイアスピリン、パナルジン、プレタール、アーチスト、シナマートを経口で与薬する予定
朝食後、与薬予定の薬をカップに入れ１つにまとめて、通常置いている場所に用意。朝食セッティ 配膳時に通常なら、朝食の盆にのせているのだが、他の業務が重なり注意力が散漫となった。忘
10675 が、実施しなかった。
ングし食後に投与予定だったが、その時間帯に他患の診察、ガーゼ交換が２件続き、投薬を忘れ れたといっても与薬後の確認（注射も含め）勤務終了時には、指示を再度見直していくようにして
てしまった。６時分のｉｎーｏｕｔや記録もできていず多少あせっていた。
いく。
朝食後自分でベットに移ろうとしてベットと並行に仰臥位に転倒されているのを同室者のコールに いつも移動時や移乗時は介助していた。朝食後自分でベットに移ろうとして転倒してしまった。ご 面会の方があった日には気分の高揚が見られるようなので、ご家族様の来院時には充分な目配
て発見する。後頭部を打撲するも痛みの訴えはなし。殿部も打撲されるも痛みは無いとの返事。 家族様が来院された翌朝であったために励ましの言葉や、激励の言葉が残っていられて、１人で りにて転倒を防ぐように話し合った。
10676
腫脹（無し）、嘔気（無し）。当直医師に報告診察される。様子観察の指示あり。昨日ムンテラにて 動かれたとも考えられる。
話し合ったところであった。ご家族来院時報告す。
朝食後薬のエクセグランとカルスロットを内服してもらうため、処方箋と残量を確認した所、カルス 薬剤をセットする際の基準があるが明確ではない。 処方箋での確認を行わずに、チェック表のだ 病棟内で薬剤のセット方法について検討する。 確実に確認を行うようにする。
10677 ロットの残量があわずさかのぼってみたところ朝のみのカルスロットが昼食時に内服させているこ けの確認を行って内服させてしまった。
とになっているのを発見する。主治医にはすぐに報告し、特に指示も出ず様子観察となった。
朝食後薬のバイアスピリンがセットされていなかった。深夜で内服点検時、セットされていない事に 内服指示書に屯用薬が３種類記入してあり、続けてバイアスピリンが記入されており屯用だと思 内服点検時、確実に点検をする。
10678
気付かず他の内服のみ配薬した。夕方病棟へ寄った際に他のナースより言われ気付いた。
い込んでしまった。
朝食後薬のプロメデスを５錠のところ１錠しか服用しなかった。 看護師は５錠お渡ししたが患者様 確認不足
薬は服用するまで確認する。
10679
が１錠でよいと思った。
朝食後薬の配薬時 患者様から『モービックは？』と言われた。看護管理薬の中にはモービックの 医師がカルテには記載したが、オーダー入力をしていなかった。
医師へオーダー入力を徹底してもらうようにする。 看護師側でも処方状況をチェックできるように
10680 処方箋はないためカルテで確認した。カルテには処方の記載があった為、オーダー画面で確認を
前回分の処方箋を残しておきチェックするようにする。
するとオーダー入力がされていなかった。医師に連絡し、処方オーダーをしてもらった。
朝食後薬をシートをはずし準備する。内服しようとしたらないと、他の夜勤看護師が言われ再度与 脳梗塞患者様であること、受け持ち看護師に確認しなかった。
患者様にいわれたことを鵜呑みにしないで、確認する。
10681
薬する。
朝食後薬を準備し他看護師にＷチェックしてもらい与薬した。９時３０分に与薬のサインを行ってい 確認不足
Ｗチェックする者も指示シートを見て責任をもって行う。
10682
たところカルデナリン２錠のところ１錠しか与薬しなかった事に気づき、すぐに１錠追加与薬した。
朝食後薬を配布した時患者様はまだ食事中であった。しかし後で飲むからと言われたのでお膳の 確認不足
薬は必ず服用したことを確認する。
10683 上においてきた。その後服薬したかどうか確認しなかった。１０時頃給食から患者様のお膳に薬が
残っていると連絡が入りその後服用して頂いた。
朝食後薬を配布していたが患者様の薬を配布しないまま薬箱を伏せてしまったため与薬していな 確認不足 業務手順が悪い
業務は一つ一つ確実に行っていく。箱を伏せる時は中に残っているものはないか確認する。 薬
いことに気付かなかった。日勤看護師が伏せた箱の中に薬が残っている事に気付き医師に報告
の箱は透明のものを使用する。
10684
し、朝のみの薬であったので１４時に与薬した。アダラートＣＲ２０ｍｇ１錠・カルデナリン１ｍｇ１錠＋
ラシックス４０ｍｇ０．５錠
10685 朝食後薬本日は全て止めの指示があったが気付かず与薬する
カルテののみ落とし
カルテを十分確認する 申し送りで伝えてもらう
朝食後薬与薬時、本人の名前と朝食後の記名確認し、本人に与薬しようとした際、患者様から『自 配薬時の確認不足。クスリを混ぜ合わせるときの確認不足。与薬時の確認不足。
配薬時の確認行為、環境つくり等を徹底する。
分は粉の薬は飲んでいないのに入っているのはおかしい」との訴えあり。その場では与薬せず、Ｎ
10686
Ｓ室に戻ってカルテを確認、散剤は処方されておらず、配薬トレーに他患者の薬が入っていたこと
が発覚。本患者には新しい薬を与薬した。
朝食事を自分で下膳しようとしてオーバーテーブルをつかみそこなって転倒する。前額部に５×４ｃ 右の上腕が屈曲できないのに自分で片付けようとした。 麻薬で疼痛コントロール中であった。
病室の環境整備。
10687
ｍ大の腫瘤ができる。医師の診察の結果氷罨法で経過をみる。
オーバーテーブルが動く。
朝食事時、患者を車椅子に乗せ食事介助をしようと思い、ベットから車椅子への全介助移動を行 患肢疼痛の程度の確認、患者への声かけの不十分、足の周囲の安全確認不足
疼痛が強い時は坐薬などの鎮痛剤を使用してから体を動かしていく。1人では安全な移動が出来
10688 う時に、患者が患肢の疼痛を訴えられ、体をそり返した際に、脛を車椅子にぶつけ表皮剥離され
ない場合は、看護師を もう一人呼び、二人で移動介助する。
る。出血が少しみられたため、オプサイトを貼り処置する。
朝食時、ＨＣＵ・ＩＣＵに食事を届けるの者が、配膳を忘れていた。病棟から連絡があり、そのとき気 病棟へ配膳する者がＨＣＵ・ＩＣＵへ食事を届けることを知らなかった。および、他の者が知らせて 配膳する者はどのような手順で、どこに配膳するか把握することとし、再度配膳する者全員に確認
10689
づき早急に食事を届けた
いなかったため
させた。
朝食時、ある患者様のパンがない事にスタッフが気づく。
パンを誤嚥している患者様を発見す
他の患者様の食事を、自由にとる事のできるような環境をつくってしまっていた。
食事が遅くなった方の分は、食事は一時詰め所で預かる。
10690
る。背部タッピングなど施行し異物除去、しばらく後に意識回復する。
朝食時、おにぎりを自分で口に運んで摂取していて、誤嚥した。 補助員が数人を同時に食事の 嚥下状態の悪い患者は、日勤の看護師が食事介助するが、この方はリストにあがっていなかっ 日々の観察で、状態の悪い人は補助員にも十分注意してもらうよう連絡を密にする。
10691
世話をしていて気がついたら意識のない状態だった。
た。
10692 朝食時、お粥に髪の毛が混入していたと病棟より報告があり、すぐに替わりのお粥を持参した。
ローラーかけの不徹底 帽子を深くかぶっていない調理員がいる
調理員にローラーかえ徹底と帽子のかぶり方を再指導。
朝食時、一人で椅子より立ち上がり廊下を徘徊していた。廊下にあった椅子に足をとられた様で、 朝食時であり、他の入所者の介助、配膳で手薄であった。本人も落ち着かず、再三食堂へ誘導し 廊下に出来るだけ障害物を置かない。徘徊時の見守りの徹底。
10693
右側に転倒する。
ても繰り返し徘徊していた。本人は、廊下にあった椅子に気づかず足をとられてしまった。
朝食時、患者様がパンを口にすると、顔を真っ赤にしてむせこむ。
食札の確認が不十分であった。この患者様はパン粥であったため、食事の際、特に注意が必要で 栄養科に食札に早食いなどのリスクがあることを示す目印（シール）を張ることを提案した。病棟で
10694
あった。
もリスクのある患者様について共通の認識をもつ。
朝食時、患者様から今日のご飯は半生のようです、硬いですとの声があった。栄養科に伝えてくだ 厨房での確認が不十分だった。
不足のものについては連絡し届けてもらった。ご飯の状況についてはすぐに連絡しなかったため
10695 さいとのことだったので、スタッフから説明しますと応えた。同じ朝食時、主食がついていないお膳
すでに処分されていて、確認してもらえなかったた。次回はすぐに連絡する。
と副食がついていないお膳もあった。
朝食時、患者様が食堂まで歩行される。そして、席に着こうとした際、足元がふらつき転倒し、両手 朝４時頃覚醒されたときもふらつきがみられた。その時点で車椅子を使用していただくべきであっ 患者様の観察を十分に行う。
10696 両膝を打つ。KT３４．１℃、Ｐ＝８４、ＢＰ１１６／６０ｍｍＨｇ。疼痛訴えなし。発赤、膨張なし。落ち た。
着いて席に座っているように説明するが落ち着きが見られない。
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具体的内容
背景・要因
朝食時、患者様が朝食についてきたふりかけ袋をポケットにしまわれたのに気づく。声かけすると 食事についているものを見えないところであわてて摂取すると誤嚥や食中毒などいろいろに問題
笑って「後で食べようと・・・」と話される。食事に付いてきたものを残す場合は、返却するよう説明 につながる。患者様一人一人に理解していただけるよう声かけを行い観察を密にする必要があっ
する。ふりかけをお膳にのせて返却していただく。
た。
朝食時、通常パン食の患者様のお膳にご飯がついていた。
配膳する際の確認が不十分だった。
朝食時、副食を手持ちの包丁で刻もうとしてベッド周囲で動いたところ、オーバーテーブルの足で 介助の確認が不十分であったため、自分で動き転倒した。
つまづき転倒。 主治医の診察を受け、Ｘ－Ｐの結果、大腿骨頚部骨折。
朝食時デイルームへ連れていくため、ベッドから車イスに移乗する際 「痛い」といったので見た 足を保護しトランスには注意し回り確認を怠った。
ら出血があり、右下肢に発赤がみられた。 何にぶつかったかは不明。
朝食時に患者様に声をかけた。血圧が低めだったため、ベッド上で摂取していただこうと思ってい 朝の忙しい時間帯であったこと。ナースコール優先にしてしまったこと。やや難聴であり、ベッド上
たが、他の患者様のナースコールに対応し席を離れている間に、一人で車椅子に乗ろうとされ、転 で待ってもらうことが、うまく伝わらなかったこと。
倒される。
朝食時の介助のためにベッドサイドに行った時床頭台の上に眠前薬が置いてあるのを発見（グリ ・看護師の服用介助忘れ ・服薬確認忘れ
ノラート錠、グッドミン） 夜間巡視時には発見できなかった。
朝食時ベッドをギャッジアップし自力摂取の為、約20分間離れていたら、麻痺側に倒れてベッドよ 朝食介助者も多く、自力摂取していた為大丈夫だと思っていた。体交枕を使用していなかった。
り転落しそうになっていた。
朝食前、患者様様を食堂に誘導し、自分の席についていただく。すると、患者様がオーバーテーブ 車椅子で患者様自ら移動し、徘徊してしまう。そのため、周囲に動くものを置くべきでなかった。
ルを洗面台のふちにぶつける。制止したものの、オーバーテーブルの洗面台側の板が割れたしま
い、修理を依頼する。患者様に外傷等なし。
朝食前、自力で自室の洗面所まで歩行したとき、足元がふらつきバランスをくずし、床に転倒した 数日前より精神的に不安定となり悲観的言動きかれ、服薬調整中だった。薬による影響でふらつ
直後を発見。看護師介助にて起こし、トイレ後自床誘導、臥床させ様子観察する。外傷無く、意識 きも認められた。
クリアー。ＢＰ121/73mmHg。主治医診察あり。吐気なし。朝食全量摂取する。
朝食前スライディングスケールにてインスリン投与中のため血糖測定を実施した。ＢＳ１３６だった 医師の指示の字が分かりづらく、１６０とも１００とも見える。そのため、１００と勘違いした。 更にコ
ため、コピーした指示をみてペンフィルＲ２単位を皮下注射する。昼食前に他の看護師が測定し、 ピーが薄く分かりにくかった。 インスリンに対しての知識不足。
ＢＳ１３６でインスリンをしている間違いに気付く。指示は、１６０以上２単位だった。昼食前の血糖
値は１３６で低血糖症状出現していなかった。
朝食前に、ベッドに上に立っていたら、右足が上がらなくてそのまま床に落ちたとの事。右膝下部、 ＡＤＬ介助を必要としない方だったので、観察を行なっていなかった。
軽度内出血・腫脹・疼痛あり。右下肢2cmほどの擦過傷あり。
朝食前に立位で体重測定を実施するつもりが、体重測定前に朝食を配膳してしまったので、摂取 判断ミス
してしまったため実施できなかった。
朝食前のBS検査で耳朶血の出血が多く、垂れそうになったため慌て針を布団の上に置き、そのま 使用した針の本数を確認していない。
ま忘れた。患者が発見して届けてくれた。 BS検査じは、グルテストセンサー、グルテストエース、
２６G針、針入れをトレイに入れベッドサイドに行く。
朝食前のDｘチェックをし、ヒュ-マリンRを投与しなければならない値だったが、投与し忘れ一時間 他の患者のケアに追われていたダブルチェック後にインスリン指示書を処置台の上に置きっぱな
半後に気付きDｒコールした。
しにしていた。配膳前の確認を怠った
朝食前のアレジキン錠を他の業務に追われていて、配薬車の上に置き忘れていた。日勤の看護 他の業務に追われていて、配薬車の上に置き忘れていた。薬を配る時の確認不足。配薬車の最
師に指摘されて気が付く。すぐ服用させた。
終確認不足。
朝食前のインスリンがランタス8Eの指示であったのに、10Eを実施してしまった。作業手順として、 前日に薬局で調剤してセットした点滴と一緒に、インスリンのオーダーラベルが病棟に到着する。
実施前にCpで入力確認をしなければならないのに、実施せず。前日薬局で発行されて準備されて 夜勤帯で医師が指示変更すると、情報が適切に伝わらないことでヒヤリハットがおきる。指示を日
いるオーダーシールをみて確認としてしまった。医師へ報告。患者様に低血糖はなかった。
勤帯で出していれば、このミスは発生しなかった。
朝食前の血糖測定をせずに食事を摂取させてしまった。
深夜明けの業務が多忙であるという労働環境
朝食前の血糖値が７８ｍｇ／ｄｌであり、インスリンを自己で皮下注射した。その後、食事を受け取る 観察不足 説明不足
ために動かれ転倒してしまう。その後食事摂取し問題はなかった。
朝食前の内服薬をすでに注入済みであったが、薬を水に溶かした後に気づき廃棄した。
準備時の連携不足
朝食前の負荷前硝酸剤スプレーをし忘れ、朝食摂取後に気づく。
投与することを忘れていた。 確認不足。
朝食前を朝食後と印字
朝食前固定のインスリン（ヒューマリンR10単位）を看護師が施行する事説明するが、7時35分病室
に訪室すると患者様が自分の持っていたフレックスペンノボリンN10単位施行したと言われる。待
機医師に報告し、本日からの固定のインスリンを明日からヒューマリンR6単位施行するようにと指
示を受ける。血糖値は6時169mg/dl 7時35分188mg/dlであったことと自覚症状がないため、昼・
夜はスケールの使用となる。
朝食前後2時間の血糖採血の指示があったが検査ノートへの記入を忘れており当日の採血がさ
れないまま経過し、主治医が検査室に問い合わせ検査していないことを確認、再度翌日指示とす
る。
朝食前実施指示のペンフィル30Rを実施忘れ申し送り終了後に気がついた。血糖測定し主治医報
告。同単位を遅れて実施した。患者の状態に変化はなかった。
朝食前内服薬ベイスンを飲み忘れていたと報告にて発覚する。本人確認するといつも食事の前に
内服薬机の上に用意するようにしていたが本日はそれを忘れておりそのまま内服忘れ食事した
と。発覚後直ちにＢＳチェックする。ＢＳ139(9時45分)Drに報告する。このまま内服なしで昼食時は
いつものように内服するよう指示ある。経過観察する。
朝食配膳後、米飯にまつげが混入していると患者さんからクレームあり。調理､配膳時の際誤って
混入したものと考える。
朝食配膳時、当日手術患者様の食事が上がって来た。しかし、配膳はしていない。食事伝票は禁
食になっていなかったので、医師に、食事伝票を記載して貰った。（前日、入院時に食事伝票を
扱ったNSが禁食を確認していなかった。
朝食配膳時に、本人が他の患者の食事を持っていって、間違えて食べてしまった。 本人は、粥食
であったものの、常食を摂取してしまい、食事の途中に気が付いて、本来の食事に変更した。特に
嚥下困難といった症状は見られなかった。
朝食配膳時バランスを崩し、長いす及び座っていた椅子ごと倒れこむ。血圧測定BP120/60mmHg.
本人打ったところ無く朝食接種後、誘導し自床へ招く。本人へ安静臥床するよう指導。

朝食配膳時患者様の姿が見えなかった。病棟内を探すが見つからず、病院の玄関まで探しに
行ったときに見つかる。患者様は業務用でエレベーターで１階まで降りたとのこと。
朝食配膳中、患者様ＡとＢが突然つかみ合いのけんかを始めた。理由は、配膳の時、患者様に食
10727
事を受け取っていただくため、列に並んでいるところをＡ様がＢ様の前に割り込んだとのこと。
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改善策
下膳時の注意と週一回の床頭台清掃で確認し、食中毒や誤嚥に注意する。
食札の確認を徹底していただくよう病棟からすぐに電話し、対処していただいた。
メニューにより食事の介助方法を患者本人に確認する。 メニューについて、再検討する。
足を保護する意味で長い靴下をはかせ、トランス時には細心の注意を払う。
危険を予測し、一人で車椅子へ移動されないよう注意を促す。ベッド柵を利用する。
・服薬時間に持参し、その時に確実に服薬する。 ・入民前の巡視時に、回りを確認する ・不眠の
要因を考える
体交枕を使用し転倒防止に努める。頻回に訪室する。
観察を十分に行い、徘徊する患者様の周囲に動くものを置かない。
観察を密にし対応していく
指示を受けた時は薄くコピーしない。 分かりにくい指示は医師に直接確認し書き換えてもらう。

ベッド昇降時はベッド上に立ち上がる行為はないか、足元は転倒事故につながる因子がないか
等、充填を置いて観察をする。
配膳前に体重測定をしてから配膳する。 患者様にも説明しておく。
使用した針の本数を確認する。
実施したかどうかその都度確認していく習慣をつける。
配薬する時、忘れていないか、薬配車を確認する。食事後再度配薬車の点検を行う。
現在検討中。夜間帯に医師が指示変更したときに、オーダーラベルも手書きで修正する方法があ
るが、現実的かどうか…。

思い込み
患者様に説明したが理解不十分の中、患者様は自分が頑張らないといけないと思い、看護師が
訪室する前にインスリンを施行していた。

タイマーをかけるなどして工夫する。検査のチェックを確実に行う。
インスリンを打ってからすぐに動かずにしばらく様子を見て動くように説明した。低血糖症状や眩暈
などがある時はすぐに看護師に連絡してもらうように説明する。
確認の徹底
負荷前スプレーの必要性を良く理解・把握し、実施前は指示を確認し確実に行う。 予防策は、自
ら注意できるようチャート指示をしっかり確認し、目印をつける。
確認する
病識の薄い患者様に対して、看護師側がインスリンを施行するなら今までのインスリンを回収する
か、手の届かないところに保管すると良かった。

検査ノートへの記入をしなかった点、

指示受け時、一つ一つ最後まで処理する、深夜のチェックも必ず行なう。

看護師同士の夜勤ではないため、看護師に医療処置と介護処置が発生し業務過剰となってい
る。
明日退院をむかえられ、内服も自己管理としていた。朝食時深夜勤務の看護師が内服確認の声
かけてはいたが患者の認識には無く、うっかり飲み忘れていた。

介護福祉士でも情報の共有はできるし、看護師へ声をかけることもできる。情報の共有を図り、お
互いに声を掛け合い点検する。
配膳時内服への声かけを続け、内服を習慣化する。退院後は糖尿病教室など案内しこれからも
糖尿病の認識をつけていく。

顔の周辺の付着物を取り除く作業が不十分、確認が不十分。

粘着ローラーで服に付着したものを取り除く際、顔の周囲の付着物も払うように指導。又、盛り付
け後の確認の徹底を指導。
OPE前伝票類の再チェック確認。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

特別食及び食事に名札をつけている食事は、ヘルパー及び看護師から直接本人に手渡した方が
良い。 特別食を食べている人と常食を食べている人とは席を分けていきたい。

本人パフォーマンス的な行動あるため密な声かけと指導を要していた。

密な声かけ、指導を行なう。

床上安静についての理解が乏しかった。 業務用エレベーターはナースステーションから死角に 患者様に安静の必要性を再度説明する。 業務用エレベーターを使用しないよう話す。 外出時は
なってしまっている。
医師の許可と届出が必要であることを説明する。
朝食と夕食の配膳時は、患者様が我先にと、前に出てきてしまい、職員が名前を呼ぶ前に配膳車 ２列ぐらいの列に並ぶようにする。配膳時の声かけや観察を十分に行う。
に群がってしまう。
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具体的内容
朝申し送り時間帯になり、ひとりでトイレへ行こうとしたところに転倒した。患者様は痴呆や精神的
疾患があり（ドメスティックバイオレンス）入院時から安静度や治療に関しても協力が得られず、頻
回に行動監視をしたり注意を払っていた。前夜準夜帯より体幹抑制使用中だった。朝食時、座位
をとるために一時的に体幹抑制をはずしモニターなどで監視し、下膳も終わり食後体幹を再装着
しないまま座っていた。他のスタッフは、体幹の必要性までは理解していず（チーム内の看護師し
か詳細は不明）廊下まで一人で歩行して転倒したところを他の患者が知らせてくれた。患者は開
脚したような状態で座っており、打撲や外傷など確認したが、「わからない」と言い、左手ひらが少
し痛いとのことであった。
朝昼夕を朝夕で印字調剤
朝点滴のために訪室すると内服薬がゴミ箱のなかに捨ててあった。口の中に入れたものを吐き出
したとおもわれる。
朝点滴の準備をしていたら、昨日の夕の薬液が１本残っていることに気がつく。当事者に確認し混
注するしていないことを確認し主治医に報告。混注する他の薬剤に気を取られていた。
朝点滴準備中アミノフリードの開通をしたつもりで、開通シールを貼った。別の看護師が交換に
行った。 開通の確認もせず投与する。点滴終了時に気付いて主治医に連絡して抜針する。
朝内服する抗真菌薬を，夕方も配薬してしまい，患者に内服させてしまった．
朝配薬時薬箱の中にベプリコール１錠残っているのを見つける
朝服用分のＰＬ顆粒が残っているのに気づく。

背景・要因
改善策
体幹抑制が解放されたままであった。多忙な時間帯だった。体格もよく、通常使用する際も体幹抑 食事のためギャッジアップし、体幹抑制は一時的にはずした状況だった。事故発生時は、朝の申し
制は十分にできる状況じゃなかった。（すり抜けてしまっている）うーご君を使用すると頻回で適応 送り中でモニターの観察が十分に行えなかったので、食事中は観察のできる部屋、ナースステー
外であった。
ション内で行うようにする。他のチームの看護師にも状況が把握できるように張り紙をする。

少し急いでいた
散薬分包後に処方箋と薬剤を再度確認する
高齢の為薬を口の中に入れたが飲み込むところまで確認しなかった為気が付いたらはきだしてい 痴呆のある患者さんにたいしては飲み込むところまで確認する事を徹底した
た
点滴準備の仕方
カルテ、点滴伝票の確認
開通したつもりでいた為、赤い確認シールも剥がし、開通シールも貼ってしまった。

赤い確認シールは使用するまで剥がさない。上と下の層が開通しているか、押して確かめる。

カルテの名前と内服方法と処方箋と薬の確認が不十分であった．夕方の配薬箱にセットされてお
り，内服するものであると思い込んでしまっていたため．Wチェック不足．
服用確認不足
セット時と与薬時と与薬後の確認が不十分であった。

カルテの名前と内服方法と処方箋と薬の確認を十分におこなう．責任を持ってWチェックをする．
ベッドサイドで患者とも処方箋と薬を照らし合わせてWチェックを行う．
内服の服用確認をする 与薬箱に注意を促すようにカードを作成する
直ちに主治医に報告した。飲ませなくてもよい、と指示がでた。確認を充分におこなうことが再発防
止につながると考える。
カルテ整理時に指示が無いか確認する 指示があるときは指示棒を上げてもらう

朝分の点滴が本来なら１２日から１本止めと指示が出ていたが指示受けができておらず患者に施 指示受けミス
行してしまった
朝分の内服2袋あった、1袋分しか服用できてなかった。深夜帯で準備を忘れていた。
深夜帯で内服の準備をする。検査があったため食置きとなっていたが内服は準備しておく必要が
10737
あった。検査終了時に内服を3してもらったが、1袋しか内服できてなかった。
朝分の内服薬を出し忘れ無投薬。ワークシートに○をつけたために○を付け忘れた薬のチェック 確認不足 思い込み
10738
ができなかった
10739 朝方、ポータブルトイレに移動時、スリッパにつまづき転倒。前額部2cm切創
ベット周りの小物類などの配置
朝方、他の患者様を洗面所に車椅子移動させていたところ、トイレより誰か助けてと声が聞かれ 患者様の状態把握が不十分であった。 そのような患者様に対しての対応の仕方が間違ってい
る。トイレに行くと患者様本人がトイレの床に座っていたところを発見する。臀部以外はどこも打っ た。 トイレに行くのを見ているが、一人で大丈夫だろうという思いがあった。
ていないといわれる。部屋に戻り全身調べるも異常は見られなかった。どうしたか、質問すると近く
10740
にＡさん（勤務時間帯にはいない看護師）がいると思って、売店に行きたかったと言われる。再度、
同じ質問をすると、散歩しようと思った。何がしたかったかよく分からないなど違ったことを言われ
る。
朝方インシュリンを打つ際、残量がないことに気付いた。
投与する際、残量の確認が不十分であった。
10741
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朝方患者よりＮＳコールあり、便秘のため浣腸の希望があり施行。１５分後訪室すると車椅子トイ
レの前で尻餅をつき倒れていた。下痢があり、急いで歩行されたためと思われる。 トイレで排泄
後ベットに安静臥床する。吐き気などの気分不快の訴えはなかった。
10743 朝訪室すると「昨日の夜トイレに行こうとしたらひっくり返った。」と患者様よりの報告を受ける。
朝訪室するとベッドサイドに右側臥位にて横たわっている所発見。右大転子部から大腿部を打撲
10744 したとのことだが、新しい傷は見られない。

患者への説明不足

朝分は、ホッチキスでまとめる。内服を出す時は、2人で確認しながら準備する。
最終的にワークシートを見直し漏れがないかを確認する
ベット周辺の整理整頓
理解力低下のあ方をトイレ移動させ、トイレで一人にせず近くで見守っている。

血糖値８４、主治医不在のため、看護師が薬品を取り寄せ、皮下投与した。与薬残量のチェックを
怠らない。
予測できることを十分に考慮し、頻回の訪室をする。

10742

点滴中、発熱、眠剤内服という危険因子があった。 転倒の危険を予測できなかった。
本人は以前より歩行時のふらつき強く、トイレ以外には歩行しないよう早目にカーテンの開閉を看
護サイドで行なっていた。最近痴呆症状強く出現していたため、昼夜勘違いしてしまったと考えら
れる。
朝訪室時、３時にトイレに行こうとして、足腰に力が入らず、ベッドから滑り落ちるように転倒したと 20日、EST施行しており安静時間がながったこと、睡眠の途中でトイレに行ったため、足腰に力が
10745 の報告あり。外傷や疼痛見られていない。バイタルサイン測定するもBP107／64と安定している。 入らずうまく立位を保つ事ができず、転倒したのではないかと考える。
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転倒アセスメントシートを活用する。
歩行時ふらつき強いため、ナースコール押すよう促す。期待できない時、センサーマット使用し歩
行する前をキャッチしていく。

転倒後、１回目のトイレ歩行時に付き添い、ふらつきなど見られていないか観察を行なった。ふら
つきなどあり、一人でトイレに行く事に不安がある場合は、無理せずナースコールにて看護師を呼
び、付き添いの元トイレ歩行行なってもらうよう声掛けする。
朝訪床時内服確認したところ 本日昼内服予定の薬を昨日昼の分と思い内服もした
薬に対する説明不足
薬ケースを渡し内服を開始する時は十分に説明し理解していただく
朝薬の介助をしていて、同室者の朝薬を間違えて与薬してしまう。発生時、看護婦１名が不穏な患 看護婦二名で確認し、一度確認した内服であり、もう１名の看護婦は不穏な患者の対応をしてい 与薬前に、薬方と患者をしっかり確認する。一人の看護婦が薬を手渡し、もう一人が、与薬介助を
者の対応をしており当事者が、ダブルチェック後与薬を行おうとするも、患者がまだ準備できておら たた。一度確認していたので、一人で与薬しても大丈夫だろうという思いがあった。 また、配薬後 し、分担する。食事の時間を変更し、ゆとりをもって与薬できる時間を作る。（患者と話し合って決
ず、一旦トレイに戻し、他の患者の与薬を行う。最後に、先ほどの患者の準備が出来たが、もう１ に朝食の時間になっていて、時間に追われていて、焦っていた。
定した）
名の看護婦は、まだ不穏な患者の対応していたため、ダブルチェックせず、与薬を行う。内服後、
しばらくして、患者が「薬が変わったのか。」といいにくる。トレイをみると、その患者の薬が残ってい
て、誤薬に気付く。 主治医報告し、朝薬中止、一時間後よりふらつき、転倒に注意し、経過観察
の指示受ける。
朝薬の与薬を行っていた際、看護助手から手渡された薬をＳ氏のものと思い込み服用させてし
渡した側が名前を言わずに渡し、受け取った側も名前を確認せず復唱もしなかった。深夜の疲労 ダブルチェックを徹底する。 お互いが患者の顔と楽包の確認を十分にする。 復唱もする。
まった。後で薬の袋を見ると違う患者のものであった。降血圧剤が含まれていたがバイタルに異常 も重なり 集中力に欠けていた。
はなかった。
朝薬を準備しワゴンに乗せておいたが､与薬せずに片付けて勤務を終了した
確認不足
ワークシートを適宜確認する。
朝薬投薬介助時、ある患者様の薬が配薬トレイに入っていなかった。
薬を探したところ、ＮＳ室ドア付近に落ちていた。配薬トレイをＮＳがセットした後、助手が確認して マニュアルどおりの確認を行う。ドアのところに段差があるので配薬ワゴンを持ち上げながら移動
いなかった。マニュアル通りの確認が行われていればどの段階で紛失したか限定できたと思われ し、薬が落ちないように丁寧に扱う。
る。
朝夕、自己注射にてインシュリン施行中であった。発熱にて訪室すると本人より夕のインシュリン 自己注射の管理
自己注射者への声かけ、確認する。
施行していないと発言あり、主治医に報告し施注する。異常なし。
朝夕1日2回で１回２包内服するグルコンサンKを１包しか渡さなかった。夕に２包渡し、朝は１包
用量をよく見ず、以前は１包だったとの思い込みがあった。
現品と声だし確認する。 家族と共に確認する。
だったとことが分かった。
朝夕にうつインシュリンを患者様に昼うってしまう。
インシュリン板上の名前のチェック確認不足。
患者様に事前説明をしっかりする。思い込みでしないで事前にしっかり確認する。
朝夕のＢＳチェックの結果により，インシュリン注の指示がある患者の血糖測定をしなかった。
夕食前のＢＳチェックをせず，配膳した，
朝夕のＢＳチェックがあることをＡチームの９時間勤務者に伝達していなかった， 入院翌日とは
いえＡＢ間の情報交換，連携が出来ていなかった．
朝夕の点滴施行中で、１回１ｇ（１Ｖが２ｇの物）を朝に２ｇ溶解し施注してしまった。夕方他看護師 注射施注手順確認
手順を怠らないよう十分な確認を行う。
がバイアルの残りがないことに気がつき発覚する。夕方分中止となる。
朝夕の与薬指示に対して朝昼夕に与えてしまった。
指示箋、薬品準備の誤り
確認(複数確認)の徹底指示。
朝夕指示の抗生物質の点滴の夕の分を行わなかった。処置をカーデックスから拾い落としてい
療養病棟のため夜勤の組み合わせは看護師１名と看護助手１名である。そのため、看護師が注 療養病棟であり、注射は件数的に少ないため、２１時までに再度、保管場所を確認する。
た。
射などの医療行為の処置は患者一人一人の分をカーデックスから拾っている。看護師が情報収
集収集の段階で処置を拾い落とすと気づかない。注射液の保管場所を確認していなかった。注射
行為が少ないという思い込みがあった。
朝夕二回アルブミンの点滴のうち夕方の点滴をし忘れた
与薬時の確認を怠った
与薬の確認の徹底
朝夕分二で処方されていた内服薬を夕方与薬し忘れた
前回の内服薬が朝だけであったことから今回も朝だけと思い込む
カーデックス処方箋を確認するという基本的なことを怠った 不確実な思い込みの無いよう確実に
確認に気を付ける
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具体的内容
背景・要因
朝与薬時食事中だったので、薬を持って詰所にもどった。申し送りが終わったころ再度与薬しよう ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
と思ったが忘れた。それを日勤が気づき朝与薬できていないことが分かった
朝与薬車から昼の分と夕の分を取り出した。毎食後内服のメイアクト昼の分を夕のケースに入れ 慌てていた。セッと時の確認不足。昼と夕の分を一緒に出している。
てしまい、昼の分が抜けてしまった。夕の注入準備時に昼の分のメイアクトが入っているのを発見
した。医師に確認し昼の分を破棄した。
腸ろうより５％ＴＺを注入中であった。訪室時、床が液で濡れているのを発見する。経腸ポンプで持 チューブの接続部分の観察が充分できていなかった。
続注入していたが専用注入セット部分の接続部分が外れかけており、液が漏れていた。
腸ろう部のガーゼ交換時にネオヨジン禁の患者に対しネオヨジンで消毒してしまった。とおりがかっ 看護チームが違うため当該患者の処置にあたることが少なく意識が薄かった。また、ろう孔周囲に
た同僚に指摘された。
ネオヨジンに似た茶色の分泌物が付着していたため誤った。
腸閉塞患者さまのイレウス管が２Ｍ自己抜去されたのを発見。
上肢の抑制はしていましたが、家族もついていたので確認を怠った。
腸漏チューブに穴があいていたため短切してつなぎなおそうとしたところ、側溝チューブのクランプ 転床患者と担当患者のことに気を取られていたため注意力が欠けていた。
する位置よりも患者側で切断してしまった。すぐに担当医に連絡し側溝をふさぐ処置を行なった。
腸瘻から注入するべき内服薬を無投薬した。ナースコール対応で業務中断し、その後即入院がは 業務チエックの問題
いり忘れた。夜勤者が薬がおきっぱなしになっておるのを発見した。
調剤された緩下剤の重量を測るために秤に乗せたところ、３５日分のうちの７日分を秤の上に忘れ 検薬の際の最終的な確認不足
たまま患者に投薬してしまった。
調剤でペルジピン錠とペルサンチン錠を取り違えた。また、監査者は、昼交代時間に前班調剤者 調剤時、集中力を欠いていた。薬を薬袋に入れる前の最終確認が不十分であった。監査時は、
の処方箋と薬品をチェックしている時にペルジピン錠のところペルサンチン錠が調剤されているこ 「２１錠シートペル」から始まるという思い込みがあり、調剤者の間違いに気付かなかった。
とを見落とし、病棟へ上げてしまった。病棟でのチェック時に看護師が薬品が違うのを発見して、
薬剤部に連絡があった。直ぐにペルジピン錠を持って病棟へ交換しに行った。
調剤の散薬に髪が混入、看護助手が気づき、看護師から薬剤科に連絡があった
環境の整備、散薬分包機の清掃
調剤は処方箋どおりされているがその中の一部の印字が他の方の名前のまま払いだされる。
コンピューターの入力を間違える。また、調剤チェック時に発見されなかったのは手順の問題。ま
た全て名前が違ったのではなく一部の名前が違ったことも監査で発見されなった原因のひとつ。
調剤監査を行っている時、薬剤と患者氏名を確認したが、薬袋の種類のミスを見逃してしまった。 一つ一つの確認を意識を持って行っていなかったこと
薬剤はすでに病棟に渡してしまったが、患者は使用せず退院していた。退院後、そのまま薬剤科
へ戻って来て他の薬剤師に指摘されてミスに気づいた。
調剤時、夕食後服用の薬を就寝前服用として調剤を行なった。与薬時病棟看護師が気づき、患者 処方中に眠剤が入っており、思い込みで調剤をしてしまった。
様には夕食後に与薬した。
調剤時に１錠２×を、１錠１×で調剤した。病棟ナースが気づき連絡がありミスに気づいた。
１錠という処方箋を見て、調剤が正しいという先入観により事故を発生させた。
調剤時の薬袋服用コメントに、朝食後５Ｔ・昼食後３Ｔのコメント入力が朝食後４Ｔ・昼食後４Ｔとしか 薬袋印刷後の確認不足。
印字されてなかった。これを確認せず、薬を入れ病棟に払出した。
調剤時後監査時に細粒の薬を２ｇ２×と記載してあるのに２包２×と間違って調剤していた。１包 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・記載方法の問題点
は０．５ｇなので４包必要である。監査時に発見した。
調剤上の都合で７日分の処方を１０日分で調剤し、余分な３日分を捨てるのを忘れて病棟へ送っ 業務上の問題
てしまった
調剤分包中に異物が混入していたと、患児の母親が外来医師へ実物を持参。
分包機は乳糖や重曹を用いて掃除しているが、散薬をまく円盤部分に一部フィルムコートしていな
い部分があり、薬剤が付着・酸化してしまうことは予想できず、そこから異物が脱落したと思われ
る。
調理指示書に禁止項目について、赤字コメントを怠った為に納豆禁の患者様に、納豆を配膳し２ 決まり事項がなかなか、徹底されない。
匙摂取させたところで気が付いた。
調理場に患者が入り包丁で柿の皮を向き始めた。包丁を取り、調理師が皮を剥き病棟に帰した。 栄養科の入り口に鍵が掛かっていないため容易に人が侵入できる構造になっている。
超音波の二次検査に来た患者の、昨年度の超音波の写真と所見が他の人の所へ書き込まれて 確認不足。
いた。
超音波検査終了後にベッドの車椅子を近づけている間に転落した。それにより、頭部打撲裂傷す 意思疎通のない患者の移動を１人で行う状況だった。ベッドに柵がなかった。
る。担当医を呼ぼうとしたが、伝票に医師名が記入されていないため、放射線科医師を呼んだ。
長下肢装具を着けて，歩行訓練中に、バランスが崩れ右膝をつきながら、横座りとなり尻餅を付い もう一人の患者様と同時に実施していて、目配り、気配りができなかった。
た。
長期臥床状態から、安静度拡大中であった。端座位の保持は可能であったが、端座位になるのは 検温時、体動もなく自己にてポータブルへは移れないだろうという思い込みがあった。朝食後から
介助が必要なレベルであった。ベッドは3点柵であった。9:30検温時、ベッド上臥床しており、自己 ベッド柵が３点のままだった。
にて体動はほとんどなかった。10:30環境整備に、助手業務の看護師が部屋を訪室した時、すでに
ポータブルトイレに移っていた。看護師は誰も介助に入っていないので、おそらく、自己にてポータ
ブルに移った様子。助手業務看護師は、安静度拡大のため頑張ってポータブルに座っているのだ
と思い、受け持ち看護師へは声をかけなかった。11:00受け持ち看護師が部屋を訪室したところ、
ベッドとポータブルの間にしゃがみ込んでいるところを発見。看護師2人でベッドへ移した。臀部・大
腿部に出血、腫脹はみられず。疼痛の訴えもなかった。服がよごれていたため清拭を行うも、清拭
中も疼痛の訴えはなかった。12:00昼食のためG-upをしたところ右大腿の疼痛を訴えられ、念のた
めレントゲン施行。骨折等の異常は認められなかった。
直ちに警察官に事情を説明すると共に、謝罪しお引取り頂いた。
毎朝のドア開閉に、注意力が散漫になってしまった
直前まで使っていた薬剤は点滴ラインより使えていた。CT時の急速静注と患児の体動にて造影 造影剤急速静注下CT
剤が漏れてしまい、左手が腫脹。
直達鏡下で咽頭の組織検査１５時に施行。２０時まで床上安静の指示であった。１７：３０訪室する 説明したとき、麻酔の覚醒痔で患者は説明を理解できていなかった。 手術後家人がいたが知ら
と患者は洗面所でうがいをしていた。患者「痰が絡みうがいをした。動けるので動いてしまった特に ないうちに帰っていた。患者の状況の変化に応じて説明ができなかった。 家人に頼っていた。
出血はなく異常なく経過。
直腸Ca術後で6時,14時,22時の血糖測定が指示されていた患者さん。食事開始となり毎食前の測 必ず、血糖測定表を見ることになっているのに、情報収集のあり方の問題
定に変わっていたことを知らず（情報の取り忘れ）、14時に採血して、スケール表をみて間違いに
気付いた。BS218であったが食後2時間後のため経過観察となった。
直腸腫瘍にて治療中、腰椎への骨転移による背部痛、腰部痛あり。前月の２６日からＭＳコンチン マニュアルを遵守していない事が原因である．患者様の状態を観察し、アセスメントする過程が不
２０ｍｇ２×内服開始していた。今月２日に与薬するため指示箋及び記録用紙を捜したが所定の場 足していた。医師と服薬量について検討する時期である事に気がついていなかった。／アセスメン
所になく、処方中のバインダーに挟まったままであった。指示を確認すると前月３１日よりＭＳコン ト不足。確認が不十分であった。指示の確認不十分。点検確認不十分。
チン４０ｍｇ２×へ増量の指示が出ていたことに気付いた。実際には指示箋を確認せず、前月３１
日からＭＳコンチン２０ｍｍｇ２×と従来の量のままで与薬し、記録用紙には記入していなかった。
ＭＳコンチン内服し５日間経過していたが、除痛効果は十分とはいえない状態であった。
鎮静剤を使用していたが体動がかなり激しく、両上肢抑制中であった。しかし、上肢を左右に動か 観察不足
し中心静脈ラインを柵に引っかけ抜いてしまった。
鎮静中で左のみ抑制していた。面会時体動も少ないため抑制を解除した。その後もおとなしいた 観察不十分
めベッドサイドを離れ戻るとＮＧーＴが抜けていた。
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改善策
薬が飲める理解のある患者の場合では食事中でも与薬 後で飲んだか確認する。また仕事終了
後内服確認をする
昼の部のセット後夕の分を取り出すなど、一緒に出さない。マニュアルを遵守する。
接続部分が外れるという認識不足。医療機器に委ねてしまっていた。
すぐにヘキザックで拭き取った。
家族にたより安心していてはいけないし各勤務ごと抑制の確認をする徹底する。
何度も確認を行い落ち着いて行なう。他のスタッフに確認をしてもらう。
個人的指導をした
薬袋に入れる際に最終的に数を確認する
自動調剤の導入により調剤ミスは激減したが、人手による調剤では従来どおりのミスが同様に起
こっている。監査の機器導入の検討も考えられる。
観察マニュアルの追加
あまりないケースなので原因を追究するとともに入力時、そしてラインを引くときそして監査のとき
と名前もきちんと確認する。
薬袋、患者名、記載、年月日の全てを意識をもって行うしかない。
注意深く調剤を行なう。
処方箋を最後まで読み上げ、１日量をどのように服用するのかを確認・理解し調剤する。
薬袋印刷後、処方箋との確認を徹底する。
・記載方法をｇと包を両方記載することとした。
不要な薬剤は確実に処分する。
掃除・メンテナンスについてメーカーよりレクチャーを受け全員に掃除方法について理解してもら
う。 フィルムコートしていない部分の掃除も含め、ルーティンを分かりやすく表示する。
一人一人に再度指導を行い、徹底を図る。
ドアに関係者以外は立ち入り禁止の張り紙をした。また、包丁の保管等の管理を決めた。
確認の徹底。
意思疎通のない患者の移動は複数で行うようにする。
出来る範囲で、一人一人行う。
ベッド柵を3点から4点へ変更した。 看護師や家族がいる時のみ、3点柵や、端座位をっとてもら
う。

今後、忘れる事のない様に、目立つ印を設置すると共に別動作を取り入れることにより、より一層
の注意をする
すぐに抜針・冷却。その後、減張目的の穿刺を行った。冷却により腫脹は改善傾向にある。
家人に説明し、必要な時間まではいてもらう。 帰るときは連絡をもらう 患者の状況に合わせて、
随時説明をする。
情報収集の徹底。疑問に思ったときに声を出して確認する習慣をつけること
内服薬マニュアルのとおり実施する。与薬時、指示表と薬袋を確認し与薬する。患者様の状態を
よく観察し、必要な看護計画を立案する。.

ラインにゆとりを持たせ引っ掛からないようにする。
鎮静中の患者様はおとなしくしていても出来る限り傍で観察する。やむを得ず離れるときは他者に
観察を依頼するか抑制をさせていただく。
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具体的内容
鎮静薬を追加する際に、指示簿を確認しないまま、すでに準備してある薬剤を追加した。１０分
後、次勤務者とＷチェック時に指示された濃度が違うことに気付いた。患者に変化は生じなかっ
た。
鎮痛剤の指示がロルカム・アランターからハイペン・アランターに変更されたが連携が図られず
に、ハイペンとロルカムの両方が投薬された。
椎間のOpe後血腫ができ、再度血腫除去術を行なった患者さま、Op後A-Vインパルスの設定が片
足側にのみ、圧がかかるように設定されていた。
椎弓切除術後の患者でヘモパック挿入中であった。OP室からの引継ぎ時には、ヘモパックについ
ての引継ぎについての申し送りはなかった。日勤のフリーと深夜勤務者の引継ぎ時に、「ヘモパッ
クは開放になっている」と口頭での引継ぎを受けたが、実際にダイヤルの確認をしていなかった。4
時の巡視時ヘモパックが閉塞になっていることに気付く。
椎撮影において、フィルムサイズを間違えて、会計用紙に記載。補助員が気づき変更。
追加オーダした食事が病棟に届かなかった。栄養科は配膳したとのことで、話に食い違いが生じ
配膳が遅れた。
追加の採血の伝票があるこを確認せず、取り忘れた。
追加処方でラシックス20mg１T/朝１回 7日間の指示をラシックス20mg７T/朝１回 ７日間と入力し
てしまい、患者は２日間服用した。
痛み止め坐薬の重複挿入
通院患者の定期採血の伝票作成時に間違えて３ヶ月ごとの採血分の伝票まで作成，定期採血
時、透析前採血を終え、セミナイト患者の透析後採血を採取したところで、間違いに気がつく。検
査部へ連絡し検査の中止を依頼する。
通所リハビリの送迎車が到着し、他の利用者を玄関へ誘導している際、利用者が１人で降りようと
したが、手すりと補助イスの間にぴたりと体が挟まり、身動きが取れなくなる。 ケガ等はなく、運転
手が補助イスを取り外して降車する。
通常ＯＰ当日の前投薬（ザンタック）はチームの深夜リーダーがＯＰ表ホワイトボードに投与時間を
記載してテープで貼りつけておくことが決まりになっているが貼りつけるのを忘れてしまった。当日
深夜処置係はＯＰ表ホワイトボードを確認してザンタックを渡すことになっているが渡しわすれ、結
果Ｐｔに前投薬が投与されなかった。Ｐｔの家人よりクリティカルパスと違うと指摘があり、薬が渡っ
ていないことが発覚した。Ｐｔと家人には渡し忘れがあったこと、Ｄｒに確認し、未服用の状態でＯＰ
に対応することを説明した。特に患者への影響はなかった。
通常のようにラインを接続し穿刺。回路を回し始めた。穿刺者が、その場を離れる時に一通り
チェックしたところ、接続すべきダイアライザーが間違っていた。直ぐに担当医・ＭＥに連絡し確認。
そのまま続行でも問題ないとのことで続行となった。
通常はカンジタ培養と指示がでたら専用の容器を渡すが、内診後カンジタ（培養と言ったかは不
明）検微用スライドガラスをＤｒへ手渡した。Ｄｒはそのスライドガラスに検体物をつけて看護師へ手
渡す。その後スメアの指示あり。スメア施行した形となる。8日、日勤帯の婦人科看護師より、スラ
イドガラス（スメア分）あるがカンジタ培養の容器不在している為連絡、発見の形となる。
通常開放にしなければならない部分をクランプにしていた。これにより、髄液のオーバードレナー
ジが起こる状態が発生する。 ・クランプするのは、検査等により患者がベッドから離れる場合この
際クランプしないとその部分のフィルターが閉塞してしまうため。次の勤務交代の指示確認の際に
発見、排液量が増加にて発見。 ・オーバードレナージが発生すると軽症であれば、頭痛・吐気等
の自覚症状、重症症状は意識低下等の生命への影響も高い。
潰瘍性大腸炎（ＵＣ）の患者に内視鏡を行った後、腹痛があり、ＣＴで確認したところ微小穿孔と思
われるａｉｒ ｌｅａｋがあった。
爪がはがれかかってグラグラしていた
爪を切ろうとして謝って皮膚まで切ってしまった
爪切り時の出血
爪切り時出血
低カリウム血症の患者に対して、カリメートを与薬した。
低カルシウム透析のプライミングを行っている時に、Ａ剤とＢ剤を誤って接続した。透析液とバイ
カーボ液圧が5分たっても正常に作動しないため反対に入れている事がわかった。機械をリセット
し、洗浄10分行い液置換に入力し、正しい補正してからＡ剤と透析液原液ライン接続、B剤とバイ
カーボ原液ラインを接続した。濃度が正常範囲に表示され、時間内にスタートできた。
低圧持続吸引器は午前中１５ｃｍＨ2Ｏで作動していたが、午後訪室時にみると作動していなかっ
た。電源ボタンを押してもONにはならなかったため、ドレーンをクランプし、メラ全体を交換した。電
源コードは繋がっており、スイッチを消した者もいなかったため、機械の故障かと思ったが、調べる
と後方のメインスイッチがOFFになっておりバッテリーでそれまで作動していたことがわかった。
患者さんに影響はなかった。
低血糖時の指示確認忘れ
低血糖出現し、ｽﾞﾎﾞﾝのﾎﾟｹｯﾄの飴を取ろうとして、透析の針が抜けかけていた。
低残軟飯食事に主食の軟飯が乗っていなかった。

背景・要因
すでに薬剤が準備してあったため、確認を怠った（確認不足）。 マニュアル違反。

改善策
薬剤追加時は指示簿と照合し行うというマニュアルの遵守。

電子カルテで指示変更で前の指示が削除されたが、連携不足で調剤されてしまい病棟に上がっ
てきてしまい、重複して内服した。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

医師・看護師・薬剤師の連絡方法のシステムを再検討した。

確認不足（口頭での引継ぎだけで、実際にダイヤルを確認していない）

インパルスの表示・圧が両足にきているかの確認を装着時、その後の各勤務帯でチェックし記載
を行なう。
口頭での引継ぎではなく、帰室時、勤務交代時にヘモパックを実際に見て確認する。

確認不足
配膳時に食事の受け渡しをせずに置いてくるだけのことがあるため、責任の所在がはっきりしてい
ない。
確認不足
確認不足

確認
栄養科が追加食事の一覧表を持参し、受け取った病棟の看護師が受領サインをすることにした。

職員間の申送りミス・確認不足
３ヶ月ごとの定期採血は、１０月にあるが作成時が１０月であったため、思い込み作成してしまっ
た。通院患者定期採血伝票作成時、作成する前にダブルチェックを依頼し作成していたが、週と
曜日を確認、採血する内容までは確認していなかった。
・利用者への理解のさせ方

指示を受けた職員が施行する。職員間の連携を図る
通院患者定期採血伝票作成時、作成前と作成後にダブルチェックを依頼、必ず内容も確認しても
らう。

伝票を入れる引出しを きちんと確認してから準備する
薬剤部・看護部共に１回量が多いとは思っていた。医師に確認する。

普段から１人では動かないように声掛けをしているが、今後、もっと危険であることを理解していた
だき、誘導していく。

・ＯＰ表ホワイトボードの記入をしているその時に薬をはりつけず作業を後まわしにした為に忘れ ・ＯＰ予定を書いているホワイトボードは担当のチームリーダーだけでなく、Ａ，Ｂ両チームのリー
てしまった。 ・処置係に対して夜は口頭で投薬時間を伝えていたが朝は投薬前後の声かけ確認 ダーがダブルチェックをして確認する。 ・ＯＰ前投薬を投薬後はホワイトボードにレ点を入れて、投
が不足していた。
薬済であることがスタッフに伝わる様に統一する。 ・リーダーは処置ＮＳに処置ＮＳはリーダーに
投薬前後はお互いに声かけ確認をする。
穿刺、回路スタート前に体重の計算とともにダイアライザーの種類を確認しなかった。穿刺者、介 このような取り違えミスは以前にも起きており、ダイアライザーの外観も似ていることから今後も起
助者が開始前にトータルチェックで確認しなかった点が原因。
こりうることが考えられる。２種のダイアライザーの配置をこれまでよりもわかりやすく配置しなおし
た。さらにスタッフへの伝達し取り間違いのないように徹底指導した。
口頭指示の確認不備
口頭指示マニュアルの徹底

製品の問題（シラスコン脳室ドレナージ・カネカ）構造上複雑になっている 脳室ドレナージ製品変 製品の改良及び変更。 ・教育の徹底 ・使用時の留意点、注意点の一覧表による明示。
更により、通常開放にしなければならない部分が、検査等にて患者移動の際には、クランプをしな
ければならない現状がある。以前のものはそのようなクランプを要する製品ではなかった。 脳室
ドレナージの改良を要望するが改良されていない。 ・経験の低いナース、症例の少ないナースに
おいては知識面の問題背景がある
潰瘍性大腸炎（ＵＣ）のため、腸管粘膜が脆弱となっていた。
腸管が脆弱な患者は、特に慎重に検査を行う。
全身の観察不足
爪切りの技術不足
確認不足
確認不足
薬品集での確認の怠り、治療経験不足
低カルシウム透析の機械タンクの色と接続ラインの色が間違いやすい。

訪室時、全身を観察する
爪切り時に、しっかりと確認する
安全確認をし、困難な所はヤスリを掛ける。
二人で切る。
薬品集による効用の確認、禁固事項のチェック、専門医へのコンサルト
タンクの色に合わせて色別テープを付け、確認の徹底をする。

低圧持続吸引器の取扱をよく知らなかった。 電源コードが入っていればスイッチを押せばONに
なると思い込んでいた。

十分な観察・頻回確認。機械操作についてのマニュアルの作成。使用前の機械の点検を行う。

チェックの仕組みの問題点
低血糖時の処置に対する方法 ナースコールの未使用
主食をつけるときのチェックミス

ダブルチェック
飴の位置を考慮 ナースコールの使用方法指導
主食を付ける時にしっかり数をして、乗っていないものは運ばないようにもう一度みんなに認識し
てもらう。
物理療法実施中も患者様の動向に目くばり気配りをするようスタッフ全員に指導する。

低周波治療中に椅子に座り直そうとして、転落し殿部を打った。 痛む所は無いかたずね、その後 観察の不足、注意力の問題。
診察をしてもらうよう言うが本人拒否される。特に体に変化は認められない。
低床ベット、ベット柵4点、ベット柵に鈴をつけて、転倒防止対策をしいている患者さん。22時に物 排尿誘導などの対応不足
観察を密にして、患者のニードを先取りするよう指導。
音がして,訪室すると、ベットサイドの床に倒れていた。ベット柵は３点となっており、患者さんは,「自
10818
宅のベットのつもりで降りようとして落ちた」と話され、踵を痛がったが、歩行可能、外傷もなく、経
過観察となった。
定期インスリン＋スケールで対応している患者さん。就寝時はノボリンＮフレックスペンのみの施 インシュリンに対する基礎的な知識不足 注射箋の確認があやふや 思い込みで業務をしている 確実な注射業務の遵守 インシュリンに対する学習とレポート提出を指導
行なのに、ノボリンＲを併行して施行してしまい，夜間、低血糖となった。フリー業務として注射箋を
10819 見て、前日，前前日とノボリンＲが施行されていないところをみて、「おかしい」と感じ（入院当初、
他の看護師が誤ってＮとＲを打っていたのを記憶していた）、2人で確認したにも関わらず、思い込
んでしまった。
10817

419

具体的内容
定期インスリンを行っている患者様で、同姓の方が2名おり、Aさんは透析中、Bさんは病棟にい
た。インスリンをBさんに施行しなければならないが、Aさんに施行するものだと思い込んでおり、透
析から帰って来てからインスリンの時間確認のため先輩ナースに確認したところ、AさんではなくB
10820
さんにインスリンをするということ指摘され、インスリンをBさんにいかなかったことに気付いた。 B
さんへの対応として、眠前DT測定後、主治医報告し眠前スライディングのイノレットNにて対応し
た。
10821 定期で朝に施行予定のペロール５００が施行されていなかった
定期のCABGオペの患者様でプレメジとして、硫酸アトロピン0.5mg、アタラックスP50mg、ハイスコ
0.5mgを筋注する指示があったがハイスコを筋注し忘れて、オペ入室してしまった。
10822

背景・要因
Aさんに透析から帰って来たら、インスリンをいくものだと、思い込んでいた。

改善策
注射のワークシートで、部屋番号、名前の確認をする。インスリン施行前に再度ワークシートにて
確認をする。

指示棒を立てずに医師が指示を記載していた為見落とした
指示をもらう時にきちっと指示受けする
注射実施マニュアルに沿っての実施ができておらず、確認不足であった。 ハイスコは冷所保管で CABGのクリニカルパスが作成されそれに沿って行えば漏れはなくなると思われるが、今回のイン
あり他の薬剤とは別にしてあったため、気づかず注射ワークシートを見落としてしまった。
シデントはマニュアルを実施できなかったことによって起こってしまった確認不足である。マニュア
ルに沿ってのチェックリストを時々行われていたが、自分を振り返るためにも1ヶ月に1回チェックリ
ストを活用し、マニュアルが確認作業が習慣付けられるようにしたいと思う。
定期の呼吸器回路（ニューポートE200）の交換をしようとした時に先にセットしてある回路の温度セ 1週間前の回路交換時に誤りに気づかなかった。回路は中央材料室でセットされ滅菌された状態 呼吸器の写真ファイルを見ながら回路交換を行い、間違いに気づくことができたので、今後も回路
10823 ンサプローブがYピースの呼気側に、気道内圧チューブが吸気側（伝熱線が入っている方）につい で病棟に払い出されるので、中央材料室で蛇管とYピースをセットする時に間違え、病棟で呼吸器 交換時は写真ファイルを活用していく。また、必ず二人以上のスタッフで最終確認・点検を行う。
ていた。患者に実害はなく、呼吸器のトラブルもなかった。
にセットする時にその間違いに気づかなかったと考えられる。
10824 定期の注射を整理する際、抗生剤がなかった。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
伝票等の流れを再確認・徹底
定期の朝のインシュリンを注射した後、食止めの指示を主治医から電話連絡を受ける。 食止め 医師の指示だしが不十分。
医師の指示の出しかたを徹底する。 看護師としても基本的な知識は身につけるようにする。
10825
の指示は出ていたが、インシュリンを止める指示は出ていなかった。
定期の内服薬で朝,夕に与薬しなければいけないのを昼の分に与薬し 夕の与薬前に内服の
確認行為が徹底しておらず各自の責任不足で行ってしまった。
当院指示のチェックリストの活用。 確認の徹底、与薬時には声に出して呼名する。
10826 チェックリストをしているときに内服がないので 昼の分のチェックリストを見ると、昼にチェックされ
ているのに気付いて誤薬に気付く。
定期の部屋まわりの際、レビンチューブが抜去されているのを発見する。経管栄養中は手が動く 自己抜去しないだろうと、考えた判断ミス。
自己抜去の危険性がある場合は、安全のために抑制帯をさせてもらう。
10827 ので、抑制帯をさせてもらっていたが、その時は、注入しておらず入眠様であったため、抑制帯は
していなかった。 すぐに再挿入し、主治医が来棟した際に報告する。
10828 定期フェロミアが１回２錠であったが１回１錠にきられており１錠しか与薬されなかった
処方箋及びカルテの再確認
処方箋を確認しセット及び配薬を行う
定期健診の採血時に血管不明瞭の為、右上肢をバスタオルにくるみホットパックを貼布。温罨法 ・ホットパックの温度管理不足。・衣服をめくり直接部位にホットパックを施行した。・麻痺の部位の ・温罨法施行の為のマニュアルを具体化する。（ホットパックの具体的な温度、貼布時間等を決め
10829 施行。１、２分後、確認したところ、皮膚剥離発見。冷湿布を施行した。
為、感覚がなかった。
る。ホットパックは衣服の上から施行する。）・障害者の場合は、麻痺の部位を把握し注意深く行う
事。
定期採血が検査室でラベルを貼ってもらえるようになり、初めての運用となった。透析回収後、採 特殊採血の方はスピッツが用意されていないため、患者確認ラベルと間違えて捨ててしまうと考え 特殊採血のラベルは検査室ではなく、透析室でラベルをスピッツに貼らなければいけないが、袋に
10830 血のジギトキシンを採っていなかった。後日Ｄｒが発見し気付き、次回透析時再検となる。
られる。
ラベルが残っている状態で準備されていた。そのため患者確認ラベルと間違い捨ててしまった可
能性が高い。今後はスピッツにラベルを貼って準備するなど運用を見直す必要がある。
定期処方（来月分）転記ミス。薬剤科より指摘され当日訂正。アローゼン（0.5） 1包 とすべきところ 当該医師の、思い込み不注意に起因するミスと言えるが、定期処方の転記作業量の増加にも起 転記ミス、思い込み不注意に尽きる。前月同様のことが2件あった。見直し確認を徹底する。毎月
アローゼン 1包 と処方に書いた。 メレリル(10) 2錠 メレリル(10) 3錠 分1 夕食後 分3毎食後
因するとも考えられる。
の定期処方を凡て転記する（一部変更もあり得る）するようになり、作業量も増えた。病棟によって
10831
は薬剤科より前月の処方箋が病棟に上がって来ていて転記し易いこともあり、今後各病棟も前月
分の処方箋を薬局より病棟に上げてもらうように、して貰いたい。
定期処方で、ネリプロクト軟膏のところをネリプロクト座剤と取り違え投薬、内容が７本のみの為薬 外来患者の調剤が混む前に、定期処方を実施し、監査も急いでいたため確認が不十分であった。 処方内容を十分確認し、監査時は忙しくても集中し実施すること。
10832
袋も小さく確認が不足であった。
定期処方でされていたベイスン０．２ｍｇ１Ｔが中止されていたがｄｏにベイスンは無かったが処方 業務確認の問題
定期処方変更の場合はｄｏでは無く書き直してもらうようＤｒに依頼すると共に確認の強化を行う
10833
読み取りミスで患者に渡ってしまった。患者からの申し出で発覚した。
定期処方で期日がなく病棟に薬が来なかった。
処方箋を書いた医師、それを確認した看護師、その処方箋の期日がないのに確認しなかった薬 連携を密にし、各自確認を怠らない。
10834
剤師それぞれに問題があった。
10835 定期処方で内容を確認していたら、5錠のところ6錠入っていた。
分包機のトラブルと思われる。
処方時に確認するとともに、病棟でも確認する。
定期処方と臨時処方との重複処方があったことに気づかず、看護師が３日間睡眠安定剤レンドル ・入院の定期処方は医師のコメントがない場合は同時刻に内服する薬剤は一包化されるシステ ・医師に処方のシステムについてマニュアルを見せて説明し、理解してもらう。医師は、必要薬剤
ミンを重複投与した。患者はやや眠気が残る程度で、入院生活に支障はなかった。 前回の入 ム。 ・医師が入院処方のシステムを知らなかった。医師の交替時のオリエンテーションが十分に については必ずコメントを入れる。 ・薬剤師は、医師の処方通りの調剤する。薬剤の性質上別包
院処方までは、担当薬剤師が薬剤の性質上患者の状態によって量を増減できるほうが良いと判 されていなかった。 ・薬剤師は親切のつもりで調剤したが、医師の処方どおりではなかった。 ・ が望ましい場合は、医師に確認し処方内容の変更を確認して調剤する。 ・医師・看護師間で、患
10836
断し、医師のコメントがなかったが、レンドルミンと下剤は別包にしていた。レンドルミンは患者が希 重複処方になってしまったことを医師、看護師、薬剤師は気がつかなかった。
者の状態と薬剤の服用状況についての情報を共有して、変更があれば誰もがわかるようにする。
望した場合にのみ与薬していたため、内服しない日があり繰越状態になっていた。今回の入院定
・一包化のシステムのメリット、デメリットを再検討する。
期処方は就眠前のものは下剤とレンドルミンが入っていた。
10837 定期処方の薬が病棟に来ていないのに気付いた。
医事課で処方箋を止めていたため、医師が処方を書漏らした。
定期処方箋の取扱いについてシステム化し、再発を防止する。
定期処方準備前日に、タナドーパーと定期処方の入力があった。タナドーパーはすぐに開始する 知識不足。患者情報不足。
患者情報を共有し連携を図る。
10838
ことは口頭で連絡があったが、連携不足で定期処方と一緒に明後日より開始した。
定期処方日デボックスが薬局におりており、トレイに，夕のＲＰを用意されていた。処方箋を見なが 与薬マニュアルの逸脱（日付，名前，内容，回数、量の確認）
確実なマニュアルの遵守を指導
10839 ら患者さんに与薬したが、誤って、明日から服用するクラビット１Ｔも同時に夕に服用させてしまっ
た。夜間帯、明日分の薬の準備をして誤りに気付いた。
定期処方日にて配薬準備を薬局で実施。看護師が昼食後の配薬中に、夕方の薬が混ざって用意 薬剤師の経験不足あり。
薬局へ問題提起中。
10840
されていた。
定期処方分の薬剤について、病棟より当該病棟担当薬剤師に1回量包装化(服用ﾀｲﾐﾝｸﾞごとに1 服用タイミングの誤認
・担当Nsへの確実な伝達のため、薬袋や指示書への記載（メモ）のほか、多目的シートを利用する
回量分ずつ小分けにすること）の依頼があり、手作業にて1回量ずつにセットした際に、処方では
などにより病棟スタッフとの連携を図り、指示内容の確認を徹底する。 ・服薬中の薬剤に係る情
10841
オイグルコン（2.5mg）2錠分2（朝・夕）であったところを誤って2錠分（朝・昼）にセットしてしまった。
報を患者に充分提供し、服薬の意義を理解していただく。 ・1回量包装の対応が必要な場合に
看護師が確認した際に気づき、連絡を受けた。
は、医師に文書にて伝え、処方時に1回量分包を依頼してもらう。
10842 定期処方薬のバファリンの入力忘れ
カルテ確認不足
忙しいとあせってしまうので集中して入力する
定期処方箋を記入ダオオニール１2/1Tを2/1Ｔと処方箋に記入してしまった。患者様に投与する前
薬の量の勘違い。
同じ間違いを繰り返さないように、何度も間違えを繰り返さないように何度も確認し他の看護師に
10843
に記載ミスに気付いた為患者様への服用はなかった。
一緒に確認してもらうなどの対処をする。
10844 定期清掃中の待合室で、洗剤散布場所を歩行中に転倒、腰部に痛みあり。
清掃委託会社の安全確保の問題点
清掃中はロープを張って、歩行を制限することとした。
定期注射出庫でグリセオール注200ｍｌのオーダーなのに、キシリット200ｍｌを出庫し、看護師より 調剤、監査と薬剤師2名での実施での問題
調剤、監査の徹底
10845
報告される。
10846 定期注射箋を医師に上申する際に、医師注射指示箋に記入してもらわなかった。
マニュアルどおりに指示受けしなかった。
必ず医師注射指示箋と入院注射箋に処方してもらう。
10847 定期的なストック時点滴１本不足に気づく
原因不明
点検日の頻度を増やす
定期的な抗がん剤投与（タキソール）の指示せん（カルテ用）と （薬局用）の２枚のうちデカドロン パソコンの中にこの指示せんが入っており、薬局用のものを訂正し忘れたことが原因である。
当院では薬剤投与の際には、医師も看護師とダブルチェックしておりますので、これからも継続し
を１Ａに減量していたにも関わらず、１枚が訂正されていなかった。看護師がこのミスに気ずき医 ヒューマンエラーです。
ていきます。今回のように間違えてもチェックできる機構となっていると認識しております。
10848
師に報告があった。カルテ用の記載には１Ａとなっていたので誤って多く投与されることはなかった
と思います。
定期的にノボリン３０Ｒを施注していたが、薬液がなくなり定数薬から取り出した。しかし、ノボリン 確認不足
こえだし確認
10849
Ｒをまちがえてとりだしていた。他の看護師が、施注前に気づいた。
定期的に点滴に来られている患者さんが翌日の診察の為の採血を点滴と一緒に受けにきた。他 不注意と複数の仕事を同時にしていた。
点滴内容と患者名を再度確認してから準備・施行する。
の看護師が準備をしたものを実施しようとしたらいつもと内容が違い、名前も違う患者さんのもの
10850 がトレーの中に入っていた。採血はその患者さんのものだった。すぐに気づいたので処置室に帰り
その患者さんの点滴を作りもう一人の患者さんの点滴は先に他の看護師に行ってもらった。準備
した看護師に聞くと急いで持って行ったので間違えたとの事だった。
420

具体的内容
背景・要因
定期的に毎金曜日、皮膚科へ受診し、プレドニン、ミノマイシンを処方されていたが、定期処方に 指示受けミス、指示ミス
10851 併せてた過分を次回処方に注意書へ記載され保管していたところ、つけ忘れ、飲ませ忘れてし
まった。
定期点滴施行時、抗生剤生食100ml+ユナシン１Vを点滴するところを間違えてオーツカCEZを点滴 トレイに他の患者さんの点滴も乗っていた為に間違った 患者名と点滴ボトルの名前の確認を
10852 してしまう。 他のスタッフが空のボトルを見て間違いにきづく。 患者さんの状態に特に変化なし。 怠った
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定期内服記入時に間違って、違うカルテに内服を記入してしまった。
服薬管理の問題。
定期薬で、処方はフロセミド1.0朝夕だが、定期薬ケースには、フロセミドが朝と昼に入っていると連 確認不足
絡があった。
定期薬のセット時、前日の昼の臨時薬が残っているのを発見した。
与薬車からの出し忘れ。思い込みにより、リザンベンは昼の内服にないと判断した。確認不足。こ
の患者の定期薬は分２であり、臨時薬のみ分３であった。
定期薬のセット時処方箋とカルテの内容が違うことにきがついた。指示を出した医師と指示を受け 該当者の確認不足。
た看護師の確認不足である。
定期薬の処方箋チエックの際、持参薬の中のロヒプノール錠を本来なら金庫管理なので､別にしな 院内約束事の不徹底
ければならないところを、他の薬と一緒にホチキス止めして病棟に払い出してしまった。病棟看護
師が 気付いた。
定期薬の処理の際、定期薬は12日の夕から新たに処方の物を開始するが朝食後薬の日付を１３ 定期処方時に１２日夕から新たに開始を間違いし朝食後薬は１３日の朝から開始、日付は１２日
日から書くべきところ１２日から書いた、患者様には重複与薬には至らず１２日と書いた分を最終 からとしてしまった。患者様も多くADL介助者も多く患者担当スタッフはすべて病室で詰め所TEL対
日２６日に回した。
応も兼ねながらの多忙さもあったと考える。
定期薬を一つの袋に１回分づつ、１包化している。その中には３種類の錠剤が入っているが、その ・分包機に瓶に入っている薬剤を設置する際の点検 ・業務手順の徹底
うちの１剤が違っていた。ロキソニンの予定が、ワンアルファーが入っていた。ロキソニンとは形態
が違うので患者様自ら間違いに気がついた。
定期薬を病棟へ調剤しあげるときに、プレドニゾロンを朝・昼とセットするところ、朝・夕で配薬カー 薬局では薬剤師のダブルチェックを経て配薬カートに準備されてくる。監査方法が不十分なのか。
トにセットされていた。薬袋には昼食後と書いてあった。看護師配薬準備の際発見。未然に防い
だ。
定期薬準備中、与薬車にセットされているラシックスが遮光が必要なのにされていなかった。薬局 いつから遮光をしていなかったのかは不明。定期薬のセットは数も種類も多く煩雑であり、確認が
から払い出されたものには他の散剤とは別に薬袋に入っていて「遮光」と書かれていた。
漏れたのか。
定時（11時、23時）のラシックスとアルダクトン11時の分を患児に内服させなかった。17時に気がつ 朝、内服薬の確認を行ったが、定時に出し忘れ、投薬しなかった。
き、主治医に報告、指示を受けた。11時の分は18時に、23時の分は翌日2時に変更内服、以後は
定期時間に戻した。
定時にモルペス２包内服させるところ、１包しか内服させなかった。
投与前、ダブルチェック体制がなかった
定時の血糖測定を忘れた。
申送り時の確認漏れ、患者管理の確認ミス
定時の体位交換で訪室すると，ベットサイド左側の下で布団を下にして眠っているところを発見
排泄の為起きようようとして，ずれ落ちたのかそのまま眠っていた（本人の言葉）

一患者一トレイを徹底する。 点滴施行時の確認マニュアルを検討する。
何度も確認をしてその人のカルテであるか再度確認し１字１字間違えのないよう、記入する。
きちんと確認する。
思い込みをせず、処方箋と照らし合わせ示唆呼称確認する。内服の準備後出し忘れがないか、再
度引き出しのチェックを行う。
指示受け時確実に受ける。
マニュアルの遵守を指導
注意して一つ一つの業務を確実に処理する。
・全ての分包機内の薬剤を点検 ・業務手順の徹底（鑑査方法）
各病棟における配薬マニュアルを、薬剤師の視点で作成していただく。調剤マニュアルはあるが、
各病棟の配薬時のマニュアルが整備されていなかった。
「遮光」が必要な薬剤を最低限把握しておく。また、薬局から他の散剤とは別に薬袋に入れられて
きた時点でその意味を考え理解すること。
午前、午後必ずカーデックスを開き、薬の確認を行う。看護用紙に鉛筆で前もって書いておく。

麻薬取り扱い手順に、指示書確認し、患者に渡す前にダブルチェックするを追加。
担当患者の管理徹底、患者への説明を行い患者の積極的な治療参加の実施
昼に比べ，夜間の幻覚出現がみられていた．ベットより下腿を垂らしていることが見られた事もあ
る， 病棟転棟による環境の変化や，疾病上の幻覚が出現して来ており，繰り返しのナースコール
使用や，訪室の回数を増やす等が必要であった．
定時吸入をしている患児の母親が吸入し管の名前が違うのを発見、看護師に報告した。吸入し管 ７人分の吸入を用意し、次々に施行。残り二人の時、インタール１Ａベネトリン０．１ｍｌ入ったし管を 患児の名前と吸入し管の氏名を声を出して確認、母親にも確認してもらう。
の薬液は約半分残っていた。
モーターにつけて母親へ渡す。患児の指示は生食１．５ｍｌビソルボン０．５ｍｌベネトリン０．１５ｍｌ
であった。
定時巡視時訪室したところ、ベッド柵より足を出していた。転落はなかった。
患者の認知力の不足
患者への安全教育。ベッド周囲に衝撃吸収マットの使用。
定時処方せんで、朝４種類、昼２種類、夕５種類、寝る前６種類の散薬及び錠剤の粉砕指示の処 散薬分包紙への処方データの印字は、散薬調剤後、トレイに貼付しているバーコードを介して行 散薬分包機のメーカーへ詳細は依頼中だが、トレイを経由した処方データの読込みが確実に行わ
方に対して調剤を行い、監査を行った後、精神科病棟へ払いだした。 散薬分包紙へ印字で、寝る う。散薬分包後そのデータは消えるはずであるが、なんらかの理由で、前のデータが残っていて、 れたかの確認、および散薬分包紙への印字の確認を徹底するよう伝えた。.
前服用分の散薬分包紙の印字が夕食後服用分の印字と同じ内容となっているのを気付かずに払 次の寝る前データが読み込まれず、前のデータである夕食後の印字がなされたものと思われる。
出した。
機器類の不具合が考慮されるので、メーカーへ詳細を依頼中である。／確認が不十分であった。
その他のシステムに関する問題。多忙であった。
定時処方の際に隔日投与予定の内服薬を確認せず連日処方のつもりで準備してしまった。投与 処方箋をしっかり確認していなかった。
隔日投与など特殊な場合はわかりやすく、色をつけて表示し、注意を促すようにした。
前に気付き誤投与は避けられた。
定時処方をコンピューターに入力時『ベンザリン細粒(1%)１ｇ』を『ベンザリン錠(10mg)１Ｔ』と入力し 薬剤入力後の処方箋とコンピューターとの照らし合わせの不十分と処方箋発行後の再度確認の 薬剤入力後の処方箋とコンピューターの照らし合わせと、処方箋発行後の再度の確認の徹底を図
てしまい、そのまま処方箋を発行してしまった。その結果、ベンザリン錠のまま薬が処方された。た 不十分。
る。
だし、ベンザリン細粒とベンザリン錠の処方量が同一だったため、実害には及ばなかった。
定時処方調剤の際に、ニバジール（２）夕・ラシックス（２０）昼の所を、逆に処方してしまった。（ニ 注意不足であった（調剤・監査）。
もっと注意して調剤・監査する。 調剤した薬剤師も調剤しっぱなしでなく、必ず薬の内容と処方箋
バジール→昼・ラシックス→夕）（薬剤師Ａ） →監査の際に見落としてしまった。（薬剤師Ｂ） →４
があっているか確認するように再確認した。
日間そのまま内服させてしまった。 →発覚後、直ちに調剤し直した。 →薬剤師Ｂ（担当薬剤師）
から担当医に報告。 →患者の状況に変化は無かった。
定時麻薬(9時）MSコンチンを内服する患者に対し、MSコンチンをつぶして胃ろうより注入してし
院内の薬剤に対する勉強会や指導を受ける機会がない事（新人等）
・胃ろう増設している患者だったため、患者が薬をのみこめるかわからず、のみこめないと判断し
まった。カルテに「胃ろう部よりMSコンチン注入」と記載した。他のNSがカルテの記載にきづく。 特
てしまった→患者把握ができていなかった。→患者をしっかり把握する。わからない時は他のNSに
別、患者への大きな影響はなかったが、本来の薬効が得られず痛みのコントロールしにくくなっ
聞く。 ・薬の知識がなかった→薬の知識の確認
た。MSコンチンは除放剤であるため、本来つぶして内服するものではないという知識不足だった。

定時薬セット時昼の薬が１包残っているのを発見した。
定時薬のエンテルード末を払い出していなかった。
定時薬入れ替えの際に臨時薬であるプレドニンを一緒に入れ、空の定時薬と一緒にしまいこんで
10875 しまったため気付かずに配薬されていなかった。患者さんの発熱によりドクターから確認され気が
付いた。
定時与薬（９：００）のＭＳコンチン１錠を薬局へ取りに行かねばならない所、申し送り中は覚えてい
たのだが、申し送り後すっかりその事を忘れ、検温担当者も忘れており１５：４５に患者の状態を確
10876
認中に与薬忘れに気付く。患者は痛みの訴えも軽度で服用していない事にも気付いていない。
10873
10874

改善策
内服後のサインの徹底をはかるようにした。（マニュアルあり）

昼に内服する患者さんが少ないので抜けたと考える。内服セット後の与薬車の再確認を怠った。
調剤者、監査者の確認不足
臨時薬の明確な取り扱い方がされていなかった。カーデックスとの照合を細かく行っていなかっ
た。 薬袋のみにし定時薬入れのビニールの袋に輪ゴムでくっつけていたので見落としがちだっ
た。
その日の総括者の体調は疲れが残っておりベストな状態ではなく、業務的にも通常より負担を背
負っていた。又、検温担当者も患者の微熱と便秘にとらわれており、与薬を忘れていた。

帝王切開でインファントウォーマーの準備の際、酸素チューブの接続ところへ吸引チューブを接続 内径やチューブの色や形が同じで判別しづらかった。
してしまった。吸引の確認はしたが思い込みで吸引できると誤認してしまい、そのまま吸引してし
10877
まった。しかし、吸引がうまく引けず再確認したところ酸素チューブへ接続している事に気がつい
た。
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必ず、内服セット後与薬車の再確認を示唆呼称確認する。
声だし、指差し確認しちゃんと定時のカゴに入れる。
臨時薬もビニール袋に入れて黄色のテープを貼り定時薬と区別できるようにした。 リーダーは臨
時薬の点検を週１回行う。
業務計画表に記入し、チェックして行く。

チューブの色を変え分かり易くした。

具体的内容
帝王切開で出生したが、引き続き産まれた別の低出生体重児のために、インファントウォーマーで
十分温まらないうちに、コットへ移動となる。 体温は出生後ＫＴ３６．６℃ （肛門測定）コットに移
動していた時間は約５分間。その後、他児がクベースに収容されたので、インファントウォーマーに
もどり保温する。体色良好で末梢チアノーゼもないため、１０分程保温したあと、アルミにくるみ、バ
スタオル、毛布にくるみ、父親と面会する。 ２０分面会した後、コットに収容。４時間値の体温を測
定する予定であったが、他患者の観察や移動、授乳の援助、ナースコール、電話等の対応に追わ
10878
れ、気付いた時には６時間が経過していた。それまでの間、顔色の様子を観察したが、色も良く、
体温低下を伴っているようにはおもえず。 １８：００に体温測定したところ、ＫＴ３４．５℃ （肛門計
測）。この時足底のチアノーゼにきづく。Ｓａｔ１００、ＨＲ１３０台。Ｒにも問題となる所見なく、足底以
外は体色良好。クベースに収容し様子みる。その後体温上昇し、１９：００にはＫＴ３５．３℃（肛門
計測）皮膚温はＫＴ３６．３℃ と経過している。 低体温による呼吸抑制、低血糖等より、代謝性ア
ラドンラスによる死亡が、最悪の場合おこりえる。
帝王切開で出生した児の出生時の体重を計ったとき、ディスポーザブルの手袋に体重の値をメモ
し、それを見て記録に書いたつもりだったが、忙しく見て書いてしまったため、出生時の体重を間違
10879 えていたかもしれない。翌日、児の体重が増えてしまっていたため他看護師より問い合わせがあ
り、値を書き間違えたかもしれないことに気がついた。後で手袋を探したが見つからず出生時体重
が正確であったかどうかがわからなくなった。
帝王切開で出生した新生児の手に付けたネームバンド（性別バンド）の名前が間違っていた。足に
付けた親子バンドは本人のものであったが、手のネームバンドの記載内容をきちんと確認せずに
付けてしまった。次の準夜勤務者が間違いに気付き、修正した。
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背景・要因
改善策
せめて、ルーチンの４ｈ値の体温計測をしておけば、ここまでの低体温を防げたと思うので、４ｈ値 出生直後にＫＴ低めの場合は２ｈで再検の必要あり。 ４ｈ値の体温測定を必ず行う。 スタッフ同
の測定の徹底。 出生直後の体温の申し送りとスタッフ間の声かけ。 なぜこのような低体温に
士での観察時間の確認を行う。
なったか不明。室温は天候が悪かった為、多少低めだがエアコンはかかっていなかったと思うが、
できれば室温計の設置。

母室から新生児センターへ移ったばかりで、児受けをするのは慣れていなかったため気持ちが
焦っていた。

落ち着いて行動し、確実に後で確認できるものに記録を残しておく。

ネームバンドを付ける際に、記載内容の確認ができていなかった。正しいと思い込んで付けてし ネームバンドを付ける時は必ず目で見て、指差ししながら声に出して記載内容をひとつずつ確認し
まった。新生児のネームバンドには母親の名前をフルネームで記入し、児の出生日時を記入する てから装着する。新生児を識別するための最も重要な標識であるということを再認識し、意識して
ことになっているが、手術室Nsと「お母さんの名前はフルネームで記入して下さい。時間は○時○ 必ずしっかりと確認する。
分です」などと話しながら記入してもらったことで、確認したつもりになっていたのかもしれない。実
際に装着する時点でその記載内容を見ていなかった。手術室でネームバンドを付ける際、普段は
見ているつもりだったが、しっかり指差しし十分意識して確認するということができていなかったと
思う。
帝王切開後５日目。朝、患者様に受け持ちの挨拶に行くと「３日くらい消毒していないので消毒して 包交表に記入されていたが見落とした。
包交該当者をチェックする時２人でチェックする。 その日の担当者はパス表をチェックする。
欲しい」と訴えあり。術後３日目のミッヘル除去と前日の定期の包交が行われていなかった。当番
医に連絡しミッヘル除去を依頼し包交する。予定のシャワー浴を延期した。
帝王切開後８日目に退院診察を実施するところ、診察されていなかった。患者様が術後９日目で 申し送り時やカルテ整理にときに早期に発見された可能性はあったにもかかわらず診察が出来て 処置、診察など施行したら記録に確実に残す。 医師へ患者様の状況を把握してもらう。
ある日勤帯でカルテ整理をしているときに、退院診察の印が押されていなく、医師に確認したとこ いなかった。 医師が患者様の状況を把握できていない。 医師が助産師の報告後に処置などを
ろ実施されていなかった。主治医に確認し退院予定の術後１０日目に退院診察を施行することに 行っているという状況がある。
なった。
帝王切開時、機械カウントのときコッヘルが1本不足していて、病棟に児と一緒に搬送された可能 確認不足 チェックに問題あり
白板に使用品目を記載する。
性があり連絡し確認すると、胎盤に1本余分にコッヘルを使用してた。
帝王切開時、手術室の入り胎児娩出後退室するも、手術室よりガーゼが1枚足りないと連絡ある 退室時ガーゼ持ち出しが無いよう確認するも不十分であった。
確認を確実に実施する。
も、知らないと言い続けるも中布の間に挟まっていた。
帝王切開手術後２日目の患者様に対して、アトニン－O（5単位）入りのヴィーンD 500mlと、ソリタ 朝の点滴準備時に、別の２名のスタッフがミキシングをしていた。患者様に投与する準備の出来た １、冷所保存の薬剤、１／２Ａなど細かい分量の指示がある時は、薬袋に大きく赤字で記載（もしく
T3 500mlの処方・指示があった。患者様にヴィーンDの中に子宮収縮を促す薬が入っているとい 状態のものを、テーブルからワゴンに移してくれていると思い、それらの点滴に私が点滴ルートを は札を作成）する事を再度徹底して行なっていく。 ２、点滴作成時の確認行動を、改善・徹底す
う事を説明して、点滴を実施した。点滴を開始して2時間ほどが経過したところで、他の勤務者が 接続していった。その際、ボトルに貼られたオーダーシールの名前や薬剤をしっかり見るということ る。 ・薬袋から薬剤を出す前に、点滴ラベルと薬袋の印刷を照合する ・ミキシング前に、薬袋と
冷蔵庫内に残っているアトニン－Oに気づいた。そこで朝の点滴を準備したもの同士で確認を行 を行なわずに、点滴ルートを接続する作業だけを無意識に行なってしまった。結果、アトニンOが カルテの指示を照合する ・点滴ラベルと薬剤が合っているかを確認する ３、その時に、冷所保
なったところ、アトニン－Oはミキシングされておらず、ヴィーンDが単独で投与されている事が判っ 入っているはずのヴィーンDが、まだ開封されていない（何もミキシングされていないヴィーンDの 存や細かい分量の薬など注意を払う必要のあるものについては、意識して声に出し確認する ・
た。
みの）状態であったのに気づかず、何の疑問も持たずにただ点滴ルートの接続のみを行なってし 無意識の行動での事故を予防する為に、声を出す事で意識づける （個人の行動として） ・作業
まった。患者様に投与したのも私自身であったが、朝の準備を行なった時に単独のヴィーンDに点 のみを行なわずに、その都度確認（その事を行なう意味も含めて）する事を必ず実践する ・薬剤
滴ルートを接続したことを思い出さなかった。
の準備を行なう際は、なるべく焦りや急ぐ気持ちをなくして、落ち着いた状態で業務を行なう ・責
任の持てる行動をする
帝王切開手術中、砕石位に固定していた足台の左下肢の方の足台が手術台よりはずれ、左下肢 足台固定時、主治医が角度を設定した後、最後の固定までは看護師が行なったが、ねじがきつく 固定後しっかりと締まっているか自分自身で確認する必要がある。
が落ちた。
締まっていると思い込み再確認しなかった。
帝王切開術後に服用する内服薬で日にち指定があったが担当看護師が日にちを確認せず与薬 ・治療内容の不理解 ・与薬手順の不遵守 ・内服薬管理不足
・津療内容と薬物療法を理解し、考える看護の実践家を育成する。 ・内服薬の病棟管理マニュア
し、患者が２回分服用したあと他の看護師が気が付いた。
ルの整備
帝王切開術後の産婦が３５度台の低体温が続いていたため、電気毛布等で保温をしていた。リー ・現代の生活状況から「温める」＝「電子レンジ」という概念が当然のように染み着いている。 ・産 ・薬剤に関する基本的な取り扱い方法を復習させていく。 ・電子レンジは、食物以外は使用しない
ダー助産師Ａが産婦の状態を当直医に報告、その時に輸液を暖めたほうが良いか確認した。医 科においては、大量出血の緊急輸血等で温めながら投与するという行為が行われることがあり、 ことをインフォメーションし、徹底していく。 ・新人教育の方法を見直していく。
師は「そのようにして下さい」との返答であった。現在投与中の点滴は残４５０ｍｌあり、先に２本目 医師も関わった看護師も、薬剤を温めることによる薬剤の変性についての認識が薄い。 ・通常業
の点滴を先輩助産師Ｂが（湯煎にかけて）温めて持って来てくれたので、交換した。残４５０ｍｌの輸 務においても、清拭タオル等電子レンジで温めることが慣例化している。
液も温めようと思い、そのまま配膳室にある電子レンジで温めた。温め始めてから何分くらい温め
たらよいか悩み、先輩看護師Ｂに確認したところ、電子レンジで温めていることが発見された。 輸
液ボトルの変形、破損等は見られなかったが、薬剤部に確認し薬剤の変性の恐れがあるため、投
与しないように指導された。
帝王切開当日の点滴で2本目にメテナリン混注の指示が出ていたが、メテナリンを混注せずに点 帝王切開が2件あり、もう一人は経産婦でメテナリンがなしの指示であり、この患者も経産婦で
注射ワークシートでの確認が不十分であったため、確実に確認をし、ラベルにチェックをしてから
滴を投与してしまった。出血や子宮収縮は問題なく経過。メテナリンは次の点滴に混注し投与し
あったため、メテナリンが無いと思い込んでしまった。また、緊急入院もあり確認が不十分となって 実施する。
た。
しまった。
帝切前に実施するルチーンの抗生剤の点滴投与を忘れていた。術中に気づき医師へ報告術後す 業務の手順を忘れていた。新しく入ったり、変更になる業務が身に付いていない。確認ミス
業務手順やルチーンが変更する際に、クリティカルパスとして看護記録にすぐ記載されていれば、
ぐに投与する。
忘れることはないと思われる。→記録へ導入
提出されたリコールの検体を洗浄用と間違えて破棄した
思い込みにより確認を怠った
確認作業の確実な実施
泥酔状態で自転車を運転し、頭部打撲にて当院救急外来受診。頭部レントゲン・CT上異常所見な 本患者の言動・様子・状態から診察後帰宅してしまうかもしれないという予測ができなかったた
飲酒している状態であり、説明を十分理解できるか分からないため、様子を常に観察してもらえる
く、頭部の擦過傷を処置施行。患者はこのまま帰宅してもらう予定であったが、家人にＭＴし、家人 め。
場所で待機してもらうよう、中央処置室のスタッフの方に申し送りをすべきであった。
の意向を聞いてからそれを決定するところであった。しかし、家人への連絡がとれないため、患者
を救外から中央処置室にて家人の連絡を待つこととなった。中央処置室のスタッフの方に申し送り
をした。患者を中央処置室に連れていったのは13:30である。私はそのまま昼休憩に入った。
15:00頃、中央処置室のスタッフより「患者がいなくなった」と連絡を受ける。院内を探したが、みつ
からなかった。 17:00頃家人との連絡がようやくとれ、患者は無事帰宅され、帰宅後も頭痛・嘔気・
創痛などの訴えはないとのことであった。同日夕方家人にお会計にも来てもらった。
滴下ムラがあり早めに滴下調整し様子を見ていたが、速度を戻し忘れ予定時間より早く滴下して 注入速度、輸液残量の確認不足。
確認作業の徹底。患者観察の強化を指示
しまった。患者の状態に異常がないため医師に報告し経過観察とした。
滴下確認ミス
確認不足
こまめな見回り
滴下指示の変更がなされていたが、指示箋を見落とし、従来どおり滴下処置を続けてしまった。 指示箋の見落とし。確認作業に対する意識の欠如
確認作業の徹底。ダブルチェックの励行。
滴下数量の変更指示が出ていたがそのまま滴下していた。
指示箋の確認を怠ったため
指示箋の確認の徹底指示
滴下速度を誤って変更してしまった。巡視時に誤りに気がつき、修正し、経過観察した。
思い込み。確認作業の不備
患者管理、確認作業の徹底。何を確認するべきか指導した。
滴下調整ミス、持続点滴中の患者さまで１８時交換の際、アミノフリードが半分しか入ってないと夜 日中、観察していたが目盛りに記入してあった時間がちがい、時間配分を間違えた。
申し送りの際、受持ち患者の把握を十分する。
勤者に指摘を受ける。
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具体的内容
滴下不良のため滴下速度変更した。その後滴下調整中に他の患者のコールにより緊急対応した
10899
際に、思い込み予定時間より早く終了してしまった。
滴下変更指示が出ていたので、変更したが指示内容は患者状況変化の場合とあり、状況変化の
10900
ないまま滴下速度の変更を実施してしまった。
溺水後低酸素脳症の患児。ＤＩＣのためシリンジポンプでフサン持続投与中。前日ＦＯＹからフサン
に変更になったが、注射薬置き場にＦＯＹがまだおかれていて、フサンがなくなった際、看護師がＦ
ＯＹを当直医に手渡しフサン作成を依頼した。当直医は手渡されたＦＯＹを確認せずフサンと思い
10901
こみ作成し投与した。（ＦＯＹの投与量としては１／１０の量であった。）しばらくして投与量が不自然
なのに気付き（ＦＯＹは５００ｍｇバイアル、フサンは５０ｍｇバイアル）主治医に確認して発覚した。
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転移性肝癌の末期状態で入院中の患者。肝不全に近い状況があり、もともと不穏状態がみられ
ていた。 緩和治療のため、麻薬で鎮痛を図っていたため、夜間のせん妄が強くなり、深夜にベッ
ド上安静の指示が守られず、自分一人でトイレに行こうとして転倒した。
転院時情報提供書にステロイド投与の記載が抜けており、患者の家族（弁護士）から医療過誤に
あたるとクレームがあった。転院先より当院主治医に問い合わせがあり、約１日ステロイド投与出
来なかったが大きな問題は生じなかった。患者及び家族には当院主治医が転院先に出向き謝罪
した。
転室した当日、訪室すると「すみません」と声がかかりベッドのところへ行くと、ポータブルトイレの
横にしりもちをついているところを発見する。問うと「すべってしまい、ビックリした」と言う、
転室の際、尿器を自分で片付けようとし、バランスを崩して尻餅をついたと本人から報告を受けた
転床や入院が多く、点滴セットを手伝う。２４時間の指示の処方箋が２枚あがってきており、カルテ
にて確認。担当の看護師にも確認しセットをする。実際はメインボトルに混合する薬品のうち１種
類のみ変更であったが、すべてを中止し変更と思いこんでしまった。点滴セット車に変更と思いこ
んでいたブドウ糖液とメイロン３Ａのみセット。他は返納してしまった。１３日日勤で担当となった。
昼医師が患者の部屋に行った際に発見された。
転床準備をし、昼処置の確認をしていない。又、部屋持ちとのコミュニケーションの不足で、とにか
く早く移動をさせなくてはならない状況下で起こった。（転床だけではなく、こちらから出したら、相
手から部屋をきれいにしてから受け入れなくてはならなかった。又、早く行かないとダイケンがPM
になってしまい、不都合が生じてしまった。）
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒
転倒､転落
転倒・転落のリスクが高いため離床センサーマットを使用してた。しかし、電源がＯＦＦになっていた
ため気付かず転落されてしまった。

背景・要因
他のことに気をとられ、業務を忘れた。確認作業が不十分であったためあいまいな記憶で誤った
判断をした。
指示箋内容の見落とし。

改善策
確認作業の徹底。定時観察の実施。記載処理による確認作業の励行
指示伝達については、内容を正確な把握に努めるよう指導

看護師がまず依頼すべき薬剤を誤って手渡した。作成者が手渡された薬剤の確認を怠ったのと ダブルチェックを必ず施行する。.
作成後ダブルチェックも怠ったという３重の要因。／指示の確認不十分。その他の確認の問題。医
師と看護職の連携不適切。当直だった。

ベッド上安静のため、尿器がおいてあった。 しかし、不穏状態に陥っていたため、安静指示が守 肝不全に近い状態かつ癌の末期患者に対しては、家族に説明と同意を行ってから、しっかりとした
られずに転倒事故が発生した。
量の鎮痛剤および鎮静剤を使用して、中途半端な不穏状態を作らないように管理することとした。
・情報の確認不足、記載不備。

・情報提供書の記載にあたっては作成者が責任を持って記入する。 ・複数人によるチェックも考
慮する。

転室した直後であったので不慣れな面があり、思うように動けなかったと考える。

慣れるまで間、ウーゴ君の装着を考慮する。ナースコールを手の届くところにおく。訪室の回数を
増やし、靴を使用する。
朝のラウンド時、検温時、尿器他確認するよう徹底
今後は点滴や薬剤に関することの伝達はカルテを用いて確認するようにする。

尿器を使用中だったが、片付けが十分にできていなかった
忙しさの中で一番危険な口頭だけの確認を行ってしまったこと。

転床時の送りの責任の所在が明確でない。

・リーダーではなく、部屋持ちが申し送りをするか検討中。 ・昼のＢＳチェックは、遅番ではなく部
屋持ちが責任を持って行うことになった。

観察、介助不足
観察不足
観察、介助不足
観察不足
観察､介助不足
観察不足
観察不足
確認、観察不足
観察不足
観察不足
観察､介助不足
確認不足
観察不足
観察不足
観察介助不足
観察不足
観察不足
観察不足
観察不足
確認､観察不足
電源を切った後の対処ができていなかった。不注意

ナースコールの使用。
椅子ではなく車椅子の利用。
声かけだけではなく、脇を抱える。
声かけ、誘導、見守り介助をする。
散歩後はスタッフ見守りの元でベッドへ移乗する。
ベッドのストッパーを掛ける。
頻回な巡視。廊下の電気をつけておく。
長いすに座っていたら車椅子に乗せ、スタッフの目の届く位置に連れて行く。
環境整備、見守りの強化
頻回の見回り、
食堂から１人で帰室させない。
Ｐ-トイレ周辺に物を置かない。手の届く所にナースコールを置く。
見守り、目を離さない。
不穏時は車椅子でセンターで様子をみる。環境整備に努める。
センターの隣の部屋に移動し、見守る。危険物の除去。
低床にて様子見る。環境整備。
夜間は低床にする。尿意訴え時はトイレ誘導する。
低床にて様子観察。保護帽検討中。
患者の執着している物を患者の理解できるところにおく。低床にする。
車椅子のタイヤの空気の点検を怠らない。ストッパーの確認。
傍で介助をしているときに電源を切る場合がある。介助後は速やかに復旧しておくよう再指導す
る。転倒などにより骨折されたケースにおいては、自己の責任が問われることがある旨説明する。

転倒・転落対策センサのスイッチがｏｆｆになっていた
確認不足
転倒・転落対策センサのスイッチをＯＦＦのままにした
確認不足
転倒・転落対策センサを設置中、反対側から降りようとして転落
観察不足
転倒アセスメントスコア15点。同室者の知らせで、ベッドとの間に毛布に包まれた状態で、右側臥 ・通常ベッド柵を4点しているのに、1本外されたままとなっていた。
位でいる。「床頭台の上のものを取るため立とうしたが、足に力が入らなかった」と患者は言う。2日
前より、リハビリ開始し、下肢筋力低下、下肢の浮腫あり、移動は介助が必要であった。ベッド柵を
4点使用していたが、このときは、3本しかしていなかった。
転倒アセスメントスコア20点。同室者よりの知らせで、病室入り口付近で倒れているのを発見。「便 ・眠剤薬服用後の観察不足 ・排泄状態の観察不足
のためにトイレに行こうとした」と患者が言う。21時アモバンを服用していた。排尿は、ベッドサイド
で、トイレ歩行時は、ナースコールを押すように説明していた。左臀部を打撲。
転倒のリスクの高い患者であるが医師指示で抑制は行わないということになった。ベッド柵を乗り 転倒のリスクが高い患者に観察という対応であった
越えてベッド横に尻餅をついた
転倒の既往があるため処置室入眠中 物音がした為訪室するとベッド柵が付いたまま転倒してい トイレに行くため落ちる
た
転倒経験あるため離床センサー、ベットサイドに転落防止マットを用意していた。処置後にナース 転倒予防のためにとっていた対策を守れていなかった。（離床センサーのスイッチを止めた。マット
コールが鳴った為センサーをオフにしたままマットもベットサイドから離した状態で他患者の所に をベットから放していた。）
行ってしまい、他看護師より床に座っていると報告を受ける。
転倒転落危険度？の患者が、ポータブルトイレを自力で使用時転倒。患者は下痢気味であり、急 患者は転倒転落の危険度が？と高く、リスクの高い状態だった。看護スタッフは、転倒の危険性
いで排便しようとして慌ててしまい、ベッドサイドの椅子が邪魔になり転倒した。物音で気づいた準 が高い患者に対しても特別な対策を実施していない。看護スタッフは環境整備をきちんっと行って
看護師がベッドそばに座っている患者を発見した。
いなかった。

使用中はスイッチをきらない
使用中スイッチは切らない
センサの設置場所の工夫をする
・看護計画の確認 ・ベッド柵を通常より余分に（3本以上）使用している場合は、フローシートに記
載し、各勤務帯で確認をする
・患者へナースコールを押してくださいの説明をしても移動される患者へは、監視装置の検討 ・患
者の排泄状態の観察
医師看護師でカンファレンスを行い抑制の指示について検討する．抑制をしない場合の対策を検
討する
入眠される様子は無かったため詰所に誘導した
転倒予防のために立案した対策をしっかり守る。（センサーのスイッチを離床する際は必ずオンに
する。マットの位置確認。）

看護スタッフは、転倒の危険性が高いｋ患者に対しては、定められた予防策を行うと同時に、予防
対策を患者に指導する。看護師は、患者のベッド周囲の閑居を整備する.その際、どうすれば患者
の生活に合わせることができるかを患者に確認しながら行う。それをスタッフや清掃業者にもわか
るよな表示をベッドサイドに出表示しておく
転倒予防対策として、昼はベット柵3点､22時より4点柵としていたが、21時45分､床頭台からものを
トランスの時のバランスに問題あり、ＮＣを押すよう話していたが、患者さんの過信により一人トラ
4点柵とした。
10938
取ろうとして､靴を履いた状態で床に横になっているところを発見する。打撲、外傷は認めず。
ンスした結果、転倒した。患者要因。
転棟の際、DOAのツルースを交換し流量設定するのを０．８/Hにしなければいけないところ８．０ 設定時確認を２人でしなかった。
転棟時は送り手と受け手でダブルチェックする。
10939 /Hでセットしてしまう。１５分後転棟先の病棟で発見される。主治医に報告後ツルースの設定を確
認後、バイタルチェックで対応する。
10937
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具体的内容
転棟患者で翌日に胃カメラが予定されていると申しおくられたが、伝票等は未処理のまま依頼さ
れた。伝票処理を後でしょうと思いファイルに挟んだまま他の業務をしていて忘れてしまった。当日
に胃カメラ予定であることの処理がされていないために患者に朝食が配られて食べてしまい検査
が出来なくなってしまった。
転棟後の入院患者の食事オーダーを出す時に､前の患者の名前でオーダーしてしまった
転棟転落注意患者に上がっているため、常にベット柵は4つつけていた。0時の巡視時は、よく眠っ
ていた。3時の巡視時、ベット左側で、丸くなって寝ているところを発見する。左下肢側の柵が外さ
れており、本人に問うと、自分で外して降りたという。歩行不可能な患者であり、転落したと思われ
る。打撲痛、出血なし。主治医に状態報告した。
転入患者さまの「フランドルテープ」が２日早くなくなってしまった。
転入患者さんを受け入れで迎えに行く時病棟を間違え、別の患者を受け入れてしまった。途中で
別の病棟ナースに出会い、間違いに気づいた。
転入後、申し送りを受け必要なものをそろえたあと部屋を訪室したら、一人でトイレに行こうとし、
ベッドから降り、転倒したところを発見。バイタルサインは問題なく、医師に診察依頼し、経過観察
となる。
転入後、内服薬を整理する際、今までの薬と新しく処方された薬の整理が不十分で、重複して患
者さまに投与してしまった。
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落
転落未遂
転落予防で体幹抑制中。訪室時に点滴を抜去していた。上肢の抑制は行わなかった
点眼の順番をクラビット ジワロード リンデロンであると思い込み指導してしまった クラビット リ
ンデロン ジワロードの順で有った
点眼薬を左右を間違った
点検の為人工呼吸器を交換した際設定の確認をおこたり酸素濃度 25％の所40％になっていた。
準夜Nsがきずき変更されたVs異常見られず。
点滴（抗生剤）の際名前を確認せず、他人に点滴をしてしまう。明らかな病状変化はなかった。

背景・要因
・申し受け時の相互の確認不足 ・中断業務が入った時の注意喚起エラー

改善策
・送り手と受け手の確実な確認行為の実施 ・中断業務は入った時の注意喚起方法の工夫

確認不足
4つ柵はしてあったが、自力で容易に外せてしまった。歩行不可能であるが、ベット上での自力体
動はできる患者であった。

新たに操作を開始する場合には､どんな時でも患者の氏名を確認する
柵が外れないよう、固定が必要であった。すぐに、ベットと柵が外れないよう、固定した。夜間頻回
の訪室が必要である。 転落後の、意識レベル、状態観察を行った。

転入時、残量の確認をしていなかった。
確認方法の認識不足。

転入・転出時は、必ず残量の確認をする。
転入表を作成し、間違いが起きないようにした。

うつ病があり,精神状態にむらがある患者。両下腿から足底まで熱傷しており、入院してからはほ ベッドを四つ柵にし、頻回に訪室するようにした。
とんど寝たきりの状態。高齢でもあり歩けないと思っていた。転入直後であり、患者の状況もわか
らず,環境整備が不充分なまま部屋を離れてしまった。
整理が不十分であることに気づいていたが、その場で確認しなかった。
気づいた時点で、確実に処理する。 薬の整理は、カルテ等と照合して確認する。
観察、介助不足
観察、介助不足
確認不足
観察不足
観察不足
観察、介助不足
観察不足
観察不足
観察、介助不足
観察不足
確認､観察不足
観察不足
観察、介助不足
観察不足
観察不足
自分自身の理解不足

ベッドを低床にする。ナースコールを押すように言う。
ストッパーは必ず止め、深く腰掛けるように説明する。
コーヒー飲用時は車椅子でしてもらう。
ベッドマット＋エアーマットからエアーマットのみにして、高さの調節をした。床にマットを敷く。
低床にしておく。
見守り､声かけ。
堅く、外しにくいベッド柵の使用。
声かけ､誘導する。
見守り、危ない時は車椅子に乗ってもらう。
ベッド柵4本にし、低床にする。訪室時には声かけし訴えをよく聞く。
食後は自室へ連れ帰る。眼の届く範囲にいてもらう。車椅子に乗る際はしっかり体勢を整える。
不穏時は訴えをよく聞く。覚醒時は声掛けをする。
車椅子移乗時は体勢の確認をし、自力移動中は見守りを行う。
ベッド柵とＰバーを外し、長い柵を使用する。ナースコールの使用。
体幹抑制を気にしていたので､点滴抜去のリスクは高いと考え対策を検討し実施する
目薬に順番をつける 順番をもう一度確認する

部位確認不足
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

部位確認強化
患者に使用する前に設定をする。患者に装着時に点検始動後再度点検を行なう。

点滴をする時には、声を出して患者名を患者様と共に確認する。点滴後もう一度名前を確認す
る。
点滴・時間的注射の指示は整形外科、前投薬ドルミカム０．７ｍｌの指示は、麻酔科より出されてい 出室時、指示書で再確認した際、１時間前の投薬の指示が下段に記載されていたのでそれだけ 確認は、責任をもって行う。再確認時、サインされていない（施行されていない注射）ものはないか
た。手術室への出室１時間前に指示された時間的注射を施行。その後、術前の清拭など処置を に目が行き、上段のドルミカムの指示を見落とした。注射箋の確認をしたが、主管と抗生剤のみと しっかり見る。他の看護師との連携を密にする。声を出して、確認し合う。（ダブルチェック）
10966
終えた。１２時３０分の出室時に再度、指示確認し、手術室へ患者搬送をした。申し送り時、手術 思い込み前投薬の確認をしなかった。１人で施行し、ダブルチェックをしなかった。（他の看護師と
室看護師より出室時の前投薬ドルミカム０．７ｍｌが施行されていないことを指摘され気付いた。
連携不足）
点滴１日２本にて点滴内にラシックス１Aの指示で点滴を実施していた。指示が変更になり点滴内 カルテ記載などの確認をしていなかったため、１日量まで減量になったことに気がつかなかった。 １日２本という思いこみにて本数減量まで確認できなかった。注射準備時のマニュアルを守る。カ
10967 ラシックス1/2Aに減量になった。点滴量も１日１本となったことに気がつかず1日2本で注射した。 処方箋の用法を確認（声だし）していない。ダブルチェック時も用法まで確認していない
ルテ及び処方箋の確認手順を守る
過剰輸液とラシックスが2倍量で点滴した
点滴24時間キープの患者様の本日分をセットする時メインボトルの声だし確認をせず注入剤のみ 声だし確認をしなかった。
そのときに使用するすべての薬剤を声に出して確認し目で確かめることを怠らない。
10968
の声だし確認を看護者2名で行い点滴準備をしてしまった。
点滴２４時間継続指示あり、右上腕にサフロー針を留置し固定、抜いた針を患者様のベットに置き サフロー針留置後、きちんと針の始末を行う、患者さんの身の回りの整理を行う、サフロー針留置 勤務についたらすべての仕事に配慮し仕事を終えるように心掛ける。 トレイに入っているものを
10969
忘れた。準夜勤者が訪室した際に針を発見し、針刺し事故を防ぐことが出来た。
後針の置忘れがないか確認するなどのことができていなかった。
確かめてからベッドサイドを離れる。
点滴アミノフリードの仕切りを開通せずそのまま点滴更新してしまった。次の点滴交換時間までそ 開通されてないことが早く確認できるチェックの仕組み。
点滴確認時に開通も同時に確認しておく。 開通シールは開通してから外す。
10970
のままになっていた。
10971 点滴オーダー指示間違え
内容確認ミス
オーダー発行後、実施時再確認が必要。検査データーの確認
点滴が1回刺しとなりロックが中止となる。そのため伝票上ロックに中止のマークをつけたつもり
伝票に中止マークを記入する際、ロックのサイン欄が点滴の下だと思い込んで一番下のサイン欄 伝票をよく確認する、注射名と朝・夕の項目をよく確認する。
10972 が、パンスポリンキットのサイン欄であったため、夕のパンスポリンが施行できず薬局に返却され を中止してしまった。
た、薬局より問い合わせがあり施行できていないことに気づく
点滴がメイン（１０ｍｌ／ｈ）＋側管（１ｍｌ／ｈ）で実施されていた。１５時に側管注を更新する。その ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・訪室時は必ず、点滴の滴下の確認をする。
10973 後、シリンジポンプの電源が止まっており（１８時位まで）、側管が実施されていない状態であった。
指示通り実施されないことで、治療効果が得られない。
点滴がメイン（１０ｍｌ／ｈ）＋側管（１ｍｌ／ｈ）で実施されていた。１５時に側管注を更新する。その ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・訪室時は必ず、点滴の滴下の確認をする。
10974 後、シリンジポンプの電源が止まっており（１８時位まで）、側管が実施されていない状態であった。
指示通り実施されないことで、治療効果が得られない。
点滴が逆流して血液がチューブ内に逆流していたため自分で洗面をしようし入れ歯を落した 拾お 入れ歯を拾おうとして尻餅をついた
必ずナースコールを押すよう説明する
10975
うとしゃがんだが尻餅をついた
10976 点滴が終わったと、本人が思い末梢ラインを自己抜去。
説明が不足していた。
必要性及び自己では抜去しないように説明した。
点滴が終了したとナースコールがあり、点滴を更新したが、同姓の別の人の点滴をつないでしまっ
病棟に同じ姓の患者さんが入院していた。点滴にはフルネームで書かれていたが、思い込みと、
３回以上の確認を怠った基本的なものであるため、確認の意味を指導する。
10977
た。点滴にはフルネームで書かれていた。
患者さんを把握できていなかった。また、３回以上の確認を怠った事により起きている。
点滴が終了して次の点滴に交換する。その後患者が血管痛を訴えたため訪室するとマグネゾー 点滴の交換が２人重なったため、産科担当ではなく婦人科担当が行った。 次の巡視の時に産科 指差し呼称を行う。 ワークシートと照らし合わせる。
10978 ルの流量が本来２０．０ｍｌであるのに２．０ｍｌで設定されていることに気付く。すぐに２０．０ｍｌに設 担当者が確認したが気付かなかった。 ２０と知っていて２０と設定したつもりだった。
定しなおす。腹緊はなかった。
点滴が終了し更新する。直後に家族より点滴ボトルの患者名が違うとナースコールがあった。内 部屋番号、氏名、ボトル名、滴下数、刺入部確認カードを使用してチェックしなかった。 思い込ん マニュアルの遵守。
10979
容が同じものであったので、患者様・家族に説明し名前を書き換える。
でいて患者様確認をしなかった。
点滴が漏れてしまい針を抜針し、止血のために抜針部を押さえるのを患者様にしてもらった。昼食 皮膚の状態から圧迫止血が必要であったが、止血の動作を患者様に任せてしまった。
止血をしっかりと確認してから患者様から離れるようにする。
10980
のセッティングを終えると広範囲に内出血していると患者様から教えられた。
10981 点滴してその場を離れその後訪室した他職員が、上室と下室が開通していないのを発見
確認不足
準備時・施行時の確認
10982 点滴セットが成人用にし量が多くなった。
点滴中に歩行したりして速度調節をしなかった。
移動が多いので点滴セットを微量セットにするべきであった。
10965

点滴施行前に患者名を確認してから、点滴を行なう。
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具体的内容
点滴セットの一部を元の病棟に、残りの一部を移動後の病棟に送付した。

背景・要因
思い込みでの業務

10983

点滴セットの中に、手術６時間後に服用しなければならないバイアスピリン（１００）１Ｔが残ってい 申し送りの際にＩＣＵ指示票を確認していなかった。
るのことに気付いた。
点滴センターにおいてファルモルビシンを投与中血管外漏出が見られた。５ー６分そばを離れた間 ファルモルビシンは、急速投与するために漏出も発生しやすい。乳ガンの手術後のため血管の選
に発生した。血管穿刺時は、漏出がなく滴下状態も良かった。
択は手術側の反対側の上肢のみで同一血管を穿刺していた。 点滴センターが一番多忙な曜
10985
日、時間にＣＦ療法が重なっている（主治医の診察曜日で）ため約１０分間であるが ずっと付き添
うことは不可能である。
点滴ソリタＴ１に注射薬を加注するところ、ソリタＴ３に勘違いをして混注してしまった。ソリタＴ１をソ 処方箋・薬剤師（または主治医）に確認不足
10986 ルデム１に変更したところで全員の医師・看護師に周知できていなかった。３度目の確認時に発見
した。
点滴で１０時に巡視時シリンジ、三方活栓接続確認、１１時ルート接続確認のみ、１２時他看護師 訪室時業務確認
10987 訪室時床が濡れているのを発見、シリンジ、三方活栓の接続外れていたのを発見、すぐ接続す
る。
10988 点滴で生食100ｍｌにニコリン2Aを入れる所１Aしか入れなかった。
袋の中に点滴が入っていたが、1Aだと思い1Aしか入れなかった。
点滴と採血のある患者。家族には点滴と採血のあることを伝えたが、「外来受診案内」に点滴があ 手順（業務の流れ）の理解不足
10989 ることをチェックしなかった。注射箋と「外来受診案内」を同時に渡さなかったため注射室では採血
のみ実施。家族からの指摘で点滴があることがわかり再度点滴を施行。
10990 点滴に誤った薬品をセットしてしまった。確認作業時に誤りに気がつき作り直した。
思い込み。作業中の注意散漫
点滴の？が終了し？を追加しようとしたら前日の？が残っているのに気付きカルテを見ると？の 基本的業務手順の確認
10991
次が？になっていた主治医に報告指示を得た。
点滴の１剤が中止になっていたのに日にちを見間違いして施行してしまった。その後気付き主治 業務確認の仕方
10992
医に報告。
点滴の２番目を追加する際、看護師Ａが確認を誤って３番目が先に投与された。点滴が終了する 点滴の２本目以降がナースステーション内のカウンターに、雑然と並べられていたため、看護師Ａ
と思った看護師Ｂが、ナースステーションのカウンターに同患者の点滴が残っていることに看護師 は、確認を誤った。朝点滴を確認していた看護師が、ナースステーション内のカウンターに点滴を
Ｂが気付き、誤りがわかった。
患者ごとに整理して、並べることになっているが、その本数が多いため、患者ごとに整理すること
10993
が難しかった。点滴を交換した看護師Ａは、ベッドサイドで患者氏名と部屋番号のみしか確認して
おらず、点滴の番号の確認をしなかった。注射箋が独立しておらず、看護師点滴交換のときに指
示箋と照合しようとしても、他職種者の医師や薬剤師、同職種者が使用していて、確認が難しいこ
と。そのため、朝の確認のみで点滴の交換がなされてしまう。
点滴のクレンメが閉めてあり・ポンプのコードが抜かれていたりした１５分後に再訪室すると、本人 せん妄状態の為
10994 ベットにおらず点滴自己抜去してあり、床の血液汚染をはいていた紙パンツで拭いているところを
発見する。
点滴のシーネ固定の貼り替えをおこなっていて、刺入部のテープも剥がれかかっていた。指先の 固定方法が甘かった。動くと予測をしていなかった。
10995
テープを剥がす時患者が動き、サーフロー針が抜けてしまった。母に説明し再度留置を行う。
点滴のソリタにノボリンＲ５単位の札が準備してあり、それを施行したが、前は３単位で血糖値が 業務手順の確認
10996
落ち着いているのにと疑問を持ち、カルテ指示伝票は２単位だった。すぐに気がつき交換した。
点滴のチューブがいつもと違うという事に気付いていたが今日は確認せずに、このチューブに今 規格が複数教育不足
度からかわったのかな？と思い込み点滴を接続した。クレーブコネクター用のチューブでなかった
為外れてシーツが濡れていたところを発見され、間違いに気付いた。いつもと違うと気付いたら、
10997
何故変わったかと確認する事と他に物がなかったら「これを使用してもいいですか？」と声をかけ、
他の人にも伝え継続していく為注意点を聞くなり、注意点を伝える必要があった。今回の事につい
て業務に流された行動をとってしまったのだと思う。
点滴のライン交換を行い、１時間後の点検では異常は無かった。その後３時間後の検温時に
３時間毎の検温とラインチェック以外は、ポンプの作動状況を、確認しなかった。
10998 チェックを行うと、点滴は患者へは注入されず、ポンプがoffになっていた。
10984

10999
11000
11001
11002

11003

11004

11005

点滴の刺入部に液が漏れていた為に、テガタームを交換した。その際輸液ポンプを停止し、交換
を行ったが、終了後輸液ポンプを開始していなかった。１０分後に最終のラウンドに行った際、停
止していることがわかり、スタートした。
点滴の指示あるにもかかわらず、施行しなかった。深夜看護師がカルテ記載時に気がついた。
点滴の指示が出るが、指示をひろわず点滴の更新が行なえていない。 12時、点滴の組成・量の
変更の指示が出るがカルテの確認を行なわず、他の業務する。 18時、他の看護師が、組成が変
更しているが点滴の更新が行なえていないことに気付く。 18時、点滴更新する。
点滴の指示が変更になっていたが気づかず、抜針する予定の患者の持続点滴用シュアプラグを
抜いていなかった。
点滴の指示で「フェジン1Ａ＋生食20ｍＬをi.v」のところ、看護師が「フェジン1Ａ＋生食100ｍＬを側
管から」だと思い、用意した。その看護師が待機番で先に昼休みに入るため、あとをまかされた他
のスタッフが、そのまま注入してしまった。 ほとんど投与されてから、他のスタッフ(リーダー)に指
摘され間違いに気づく。
点滴の指示をきちんと確認せずプリンペラン１ｍｌを２ｍｌ準備した。他看護師が量を確認するよう指
摘され間違いに気付いた。
点滴の指示を受け、ポンプをつけずに100ｍｌ/ｈ滴下し、ＸーＰ施行。移動の時、点滴台の高さが変
わる為前後で点滴下を確認をする。その後心エコーし採血の結果を待っている間ポンプは使用せ
ず滴下を続けていた。ＣＣＵへ入院が決まり着替えをする際滴下が早かったが着替えを手伝った。
スタッフＮＳは報告せず。受け持ちは家族へ情報を取りに行っていた。準備が出来て病棟へ行く時
に残400ｍｌ無くてはいけないのに、残100ｍｌ以下に滴下されてしまっていた。ポンプを使用すれば
問題は起きなかった。
点滴の指示を受けて（ベースの変更あり）印鑑は押していたが確認を確実におこなえず、日勤の
間気付かず（Wチェックも行えていなかった）ベースの異なる点滴を約8時間投与していた。

確認不足 不注意

１．主治医にできるだけ治療が午後の余裕のある時間帯に入れてもらう。 ２．患者さんへ漏出に
ついてきちんと説明し観察について協力をしてもらう。 ３．業務改善のための医師・看護師・薬剤
師チームを作り、定期的に問題の検討する
疑問に感じたときは必ず確認する。
患者の状態観察するとともにルート類の確認をする。接続部をしっかり閉める。ルート類が引っ張
れないよう余裕を持たす。
指示箋を確認し声を出し確認を行う。
外来の看護業務のルールを再確認
確認作業の徹底。意識低下の防止努めダブルチェックの徹底を図る。
点滴追加、施行とも２人の看護師で確認する。
十分な確認をする。
点滴を確認した看護師は、カウンターに点滴ボトルを患者毎に整理して置く。点滴の２番目は、１
番目の点滴施行時に、ベッドサイドに持っていき、カウンターが雑然としないように管理をする。看
護師は、点滴施行時だけでなくボトル交換時にも決められた確認事項を必ず確認する。注射箋の
見直しをして、点滴施行時、ボトル交換時にサインが行えるようなシステムにする。

モニター付の個室へ移室した
患者が幼いので、動くという予測のもとで、行動する。
点滴更新時注射伝票を再確認して行う。
教育徹底

今回のポンプのエラーは原因が明らかではない為、この事故の事実を病棟スタッフへ伝え、スタッ
フのポンプの管理への意識を高める。定期的なポンプの点検。点滴ポンプに全て頼るのではなく、
作動状況は、患者観察と同様に常に細かく観察する。
スタッフの教育／指導体制

業務手順の確認
注射伝票と医師指示簿の確認をする。
準夜勤務者とのダブルチェックができておらず、気付くのが遅くなった。 多忙のため、カルテの確 遅くても１４時ー１５時の間に点滴更新を行なう。 点滴更新者のみでなく、各勤務者がカルテと
認を怠った。
ワークシートで確認を行なう。 自分で点滴作成ができないと予測されるときは、朝のミニコミ時に
フリー看護師に作成の依頼をする。
気づいたときは、指示棒が立っていなかった。指示棒が柔らかいため、落ちてしまった可能性あ 指示は、業務終了時までに一斉に再確認する。指示棒をハードなタイプに交換することを検討。
り。
・ひとつの作業を途中で中断し他のスタッフに頼んだこと ・思い込み
・業務を中断しない ・確認の徹底

業務手順の確認

口頭指示は再度医師に尋ね、カルテの指示をきちんと確認する。

忙しさ思い込み

指示がｍｌ/ｈで出た場合は輸液ﾎﾟﾝﾌﾟを使うことを徹底する

日勤の時はチームリーダーが指示のWチェックを行うが、この日は自分がﾘｰﾀﾞｰで同じチームの看
護師がいなかった。他のチームの看護師にチェックを依頼しないといけないと思いながら、業務も
多忙であり忘れてしまっていた。 指示書が裏表で（昨日と当日の指示）あった。
点滴の指示受け後の準備ができておらず実施しなかった。受け持ち看護師がカルテを見て実施し
業務手順の確認
11007
ていないことが分かった。
点滴の施行日を1日間違えて実施した。化学療法前の制吐剤入りを施行しないといかなかった
当日の日付を間違って認識していた。 患者と共に点滴と伝票を照合するが、看護師側から一方
11008 が、施行しなかった。 7日当日であったが、8日と思い込み点滴を準備し、患者と共に点滴と伝票 的になりがちとなる。 他患者の点滴準備・施行がきになっていた。
を照合したが日にちの照合はしなかった。
点滴の準備の時、他の患者様の分にラジカット１Aを混注したが、 すぐ間違いに気付き施行はさ 業務中、他の患者様からナースコールがあったことや実習の学生に話しかけられ集中力を欠い
11009
れなかった。
た。
11006

改善策
改善策として、提案したいのは、病棟が移動したら移動先の病棟で再度指示入力し、移動前の病
棟で入力した転病棟後の指示は取消になることがリスク回避としては一番いい事だと思います
が、医師が反対すると思います。なぜかといいますと入力する手間が増えるからです。
主治医に報告し、手術１０時間後に服用した。指示票、薬剤の照らし合わせの再確認を怠らない。
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日勤時は必ずWチェックを依頼する。同じチームの人がいない場合は、他のチームの人にチェック
を依頼する。忘れないようになるべく午前中に声をかけるのと、他のチームの人への依頼時は昼
の休憩時までには依頼ができるようにする。
注射整理は、できるだけチーム内で行う。本日分、昨日分もあった場合は必ずチームメンバーに
確認する。
毎日日付の確認を習慣付ける。 患者が主体となって確認行為を行う。 た間者に点滴を気にしな
くても済むよう他のスタッフに協力依頼をする。
出来るだけ業務に集中できる環境を作る。 業務の途中に、出来るだけ他の作業を行わない。

11010
11011
11012

具体的内容
点滴の準備を3人分別々のトレイに用意した。指示を見ながら準備していたが、ビタノイリンが不足
していることに気づきマルタミンを入れるところビタノイリンを入れて他の看護師に色が違うと指摘
された。
点滴の準備忘れ。注射箋に書かれていたが気がつかなかった。時間遅れで施行した。
点滴の処方箋を記入したつもりが実際には記入できていなっかた。 その為点滴が施行できてい
なかった。 本人が理解力のない為説明は行っていない。
点滴の速度と内容が指示変更されたのに気づかなかった。

背景・要因
改善策
ビタノイリンとマルタミンのバイアルが似ていた。準備する際3人分一緒に行なった。薬剤の3回の 点滴の準備から薬剤を詰めるまで一人分ずつ行う。薬剤の3回確認を必ずする。
確認を怠った。
チェック忘れ
業務の手順の問題点。点滴方法

処方箋チェック方法の漏れのない方法検討
確認を再度する。あわてない、落ち着いて行動する。

チャート指示と実際投与されている内容、量、速度を正確に確認する。 ルールを徹底し、時間ご
と内容と速度のチェックを行う。
点滴の速度を医師の指示を受け、点滴速度変更をチャートに記入したまま、速度を変更するのを
チャートに記載したことで、変更したと思い込んでしまった。その後も点滴の滴下速度の観察と確
薬剤の変更の際は、必ず変更してからチャートに記載するようにする。薬剤変更時や、バイタルサ
11014
忘れた。
認を行わなかった。
イン測定、勤務交代時に再確認するルールが徹底できるようスタッフの教育をしていく。
点滴の速度変更を指示チャートに記載し、医師はナースに声をかけた。しかし、周囲にいたナース 多忙な時間帯であった為、指示確認をする余裕がなかった。 医師の声かけが伝わっていなかっ お互いに声かけを徹底し、確認を十分に行う。 時間ごとに指示確認を行う。 忙しい中でも安全
11015
は聞こえなかった為、気づかず２時間後に発見。
た。
確認の為、通常のルール通りの確認を行う事を徹底する。
点滴の中に、V１セットを入れるのを忘れていた。
V１セットの内容認識不足。準備、溶解時のメニューの確認不足。Wチェックできていなかった。
院内約束処方のV１セットについて、写真つきで薬局より提示してもらった。点滴を準備した後は必
11016
ず、第3者にWチェックしてもらう。
点滴の追加で訪室すると患者様はポータブルトイレに座っていた。 点滴追加後、患者様が
勤務交代時は、病棟のルールや業務・手順等を看護師長、係長、リーダーによりオリエンテーショ ・特殊な病棟から勤務交代した場合は、新採用者同様プリセプターをつける。 ・個々の性格、能
11017 「ベットにバスタオルをひいて欲しい」と言われた為、点滴ルートの位置を確認せずベットに近づき ンとして行われているが、新採用者以外は一律である。
力に合わせて指導する。
ルートを引っかけリザーバー針が抜けてしまう。
点滴の滴下速度を１時間２０ｍｌで滴下の指示を４０ｍｌと表示し
点滴瓶に氏名、滴下速度を表示せずＷチェックを行い、その後表示した｡しかし、カルテの見間違 従来どうり行えば防げたミスであった｡今後は氏名、滴下速度を確実に記入するとともに、カルテを
11018
いで表示し、滴下
しっかり確認
11019 点滴の滴下速度変更指示を見落とし、そのまま滴下してしまっていた。
確認作業の不備。指示箋への記載方法（文字のサイズ）が不適切。
指示箋記載方法の統一、記載例をあげ周知指導。適切な申送りの実施。
点滴の内容の変更と速度の変更の指示があったが、内容のみ変更し速度を変更を忘れた。他の 忙しくしており、確認を怠った。
カルテをもう一度みて確認する。（変更前、変更後も）
11020
看護師が約5時間後気づき速度もその時点から変更した。
11021 点滴の内容まちがえる。点滴接続直前に気がつく。
確認時に正確に指差呼称を怠っている。
指差呼称を実施する事。
点滴の補液指示が出ていたが、点滴時間を見間違え思い込みのまま滴下速度を調整してしまっ 思い込みによるミス。
確認作業の徹底。ダブルチェックの励行
11022
た。
点滴の本体にポタコールRをセットすべきところ、ラクテックをまちがえて準備してしまった。他の看 ダブルチェックするのを怠り、つい思い込みで薬剤の準備をしてしまった。
業務手順（ダブルチェック）を怠ったためこのようなことが起きた。確認は自分だけでするのでなく、
11023
護師に指摘され患者への施行はなかった。
他の人にもしてもらうことが基本である。
11024 点滴の本体ルートと側管ルートとが未接続で薬剤が布団に漏れていた。
業務手順確認
準備から施行まで責任を持って確認しながら行う。
11025 点滴の名札の氏名を書き間違えた。施注前であったので事なきをを得た。
思い込み、不注意であった。
ダブルチェックの徹底をする。
11026 点滴の名前の記入間違え
ネーム確認をせずに実施に走っている。
確実に記入する事とベットネームの確認わする。
11027 点滴の薬液のラクテックをアクチットに間違えて準備をした。主治医が気がついた。
業務手順の確認
医師指示簿をしっかり確認する。
点滴の薬剤を途中まで準備していた。一旦その場を離れ戻ってきた際に全ての薬剤が揃っている 本来のルールでは準備中に席を離れる場合は準備中カードを使用することが決まっているが使 一旦中断した場合は最初から確認しなおす。 ルール通り準備中カードを使用する。
11028 と思い込み、加薬した。 点滴セットを接続し患者に施行しようとしたところ、患者よりいつもの色と 用していなかった。
違うと指摘があり、確認すると１種類洩れていたので再度作り直した。
点滴の流量を間違えた。（１１時よりソルデム＋ヘパリン６０００ｕ ６０ｍｌ／ｈ→ソルデム＋ヘパリ 確認不足
ダブルチェック。声だし
11029
ン８０００ｕ ４０ｍｌ／ｈ）ポンプの流量変更を忘れた。（１１：００から１４：４５）
点滴の量を間違って２倍投与してしまい、薬剤部からの確認の連絡で間違いに気づいた。
思い込みによるもので、業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。
医師のオーダー確認、点滴につめる際の内容確認、施行時の内容と本人確認などを、マニュアル
11030
に添って確認することとした。
11031 点滴ボトルの開通がされていなかった。
確認不備、後任看護師への伝達ミス
申し送りの徹底。担当患者の管理については責任をもって取り組むよう指示
点滴ボトル更新後の後片づけの際、オーツカＭＶ，エレメニックが入っているボトルが黄色ではな ビタミンが入っているので、遮光してあり返って発見しずらかった。ダブルチェックがされていない。 混注は１ボトルずつ行う。ダブルチェックを行う。０時更新を避けるよう医師に協力依頼をこなう。
11032 く、透明に近かった。オーツカＭＶが入っていないのではと確認したが、入れたとのことであった。 この時間帯にいくつものボトル更新が重なっていた。１つ１つ調剤をしてなかったのではないか。０
時更新である。
11033 点滴ポンプを止めその後開始するのを忘れた。
ポンプ使用の慣れ。
情報伝達。
11034 点滴ルートをはずして裸足で廊下に立っている所を発見する。
持続点滴が開始されて不穏になった。
頻回の訪室に努める。
11035 点滴ルートを自己抜去していた。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
認知症の症状があって点滴管理の必要時は固定が必要。
11036 点滴ルート繋げたが誤って他の患者の点滴を繋げた 直ぐに気付く
確認のミス
施行する時には再度氏名の確認をする 患者と伴に確認する
点滴を１５ｍｌ／ｈの指示で行っていたが輸血を１０ｍｌ／ｈで開始したためにメインの点滴速度を一 確認不足 輸液ポンプ使用中の決まりを守らなかった。（定期的に流量の確認を行う）
ポンプを使用している時は定期的に流量の確認を行う。
11037 旦５ｍｌ／ｈに変更した。輸血終了後１５ｍｌ／ｈに戻すところ忘れてしまい７時間３０分５ｍｌ／ｈまま
施行し、次の勤務者に指摘され気づいた。
点滴を20ｍｌ/ｈに合わせようとして、2～3分かけて合わせたが、約1ｈ後に訪室したらすでに約
医療・医療材料の採用や保守・管理の問題点
インターリンクのクレンメが調節しにくいため、業者に報告してあった。
11038
300ml/1ｈ滴下してしまっていた。
11039 点滴を２４時間かけて行うところ、１２時間で実施した。医師に報告し確認したところ、問題ない。
施行簿等の確認、情報の認識不足。
再度確認を行う。
点滴を２人で確認しているところ、本来ならば２Ａ残っていなければならない薬剤が１Ａしか残って 本日使用した薬剤の袋には日付が前日の日付が書いてあったが、訂正の二重線がしてあり書き 訂正などは二重線を引くなどでなく、袋ごと変えるなどして誰が見ても間違えないようにする。 ダ
11040 いなかった。注射処方箋などで確認するも間違いは見つからなかった。後日、看護助手が間違え 直されていた。書き直してあった為に看護助手は確認を十分に行わず返納してしまったと考えら
ブルチェックを継続して行っていく。 薬剤の変更などは申し送りで確実に行っていく。
て薬剤を薬局に返納してしまったことが分かった。
れる。
点滴を２本続けて施行する予定だった抗生剤を１本目はつないだが同室者の検査に呼ばれ２本 点滴注射等の手順をおこたった 薬剤投与にあたっては準備から終了まで自分で責任をもつ
あわてていても必ず患者の名前とラベルの確認を行い その患者の点滴台にかけるようにする
目をその検査に呼ばれた患者の点滴台にかけてしまった 検査終了後清潔介助にまわっていた 代行して業務を行う者は自ら再確認のうえ業務を行う
11041
看護師が患者の点滴が他の人の台に上にかけてあることを発見 実際薬剤を投与してしまって
うことはなかったが抗生剤が混合してしまった
点滴をしている患者に、次の点滴に切替えようとした所終了していた。アミノフリードの上下開通が 開通していなのに開通シールをはがしていたのと、まだ一本目が残っていたので、その点滴台に 必ず事前に開通したかチェックし、開通してから開通シールを除去する。準備をした者が行えな
11042 されていなかったことに気付く。医師に報告するも様子見るようにとの指示だった。上部のアミノ酸 かけたままであり、他のスタッフがそのまま繋げてよいものだと思ってしまった
かった場合は、声を掛け合い確認していく。
は残り、下部の電解質のみ落ちていた。
点滴をしに、患者さんのところをまわっていた所、確認不足により他の患者さんの点滴もつかみ、 私自身の確認不足
詰めるとき、持っていく時、施行時の確認をきちんと声を出しておこなう。
11043 持っていってしまいつないでしまった。その後すぐに主治医が、血ガスをとりに患者さんのところへ
放室し発見、指摘されすぐ中止しました。患者さんは、バイタル、レベル異常なく経過された。
点滴をしに、患者さんのところをまわっていた所、確認不足により他の患者さんの点滴もつかみ、 私自身の確認不足
詰めるとき、持っていく時、施行時の確認をきちんと声を出しておこなう。
11044 持っていってしまいつないでしまった。その後すぐに主治医が、血ガスをとりに患者さんのところへ
訪室し発見、指摘されすぐ中止しました。患者さんは、バイタル、レベル異常なく経過された。
11045 点滴をするとき名前を読み上げたら返事をしたので姓名類似の患者さまに誤って点滴をした。
思い込み・姓名類似・
廊下及びベットネームの確認というマニュアルを遵守する。
点滴を患者間違いで５分から７分間他薬剤を施注してしまう、他看護師が名前が違うことに気付き 業務手順確認
指差し呼称必ず行う。
11046
再度交換し施注した。
点滴を詰める際に注射確認をしたにもかかわらず、本体と中身が別々の人のものを混注してし
点滴の中身を詰める台を整理整頓しながら、薬液を混注する際、点滴ボトルを確認して入れるべ 確認の徹底
11047
まった。
きだった。
点滴を繋ぐため点滴台の準備台にあった薬剤を繋いだ。１５分後受け持ち患者がワゴンに乗って
業務手順確認、薬品管理
名前も確認し、指差し呼称をする。
11048
いる点滴を見つけ間違いに気付いた。異常なし。
点滴を交換するため、前のボトルを処分しようとした際、メロペン抗生剤が溶解されていないことに 準備する時、患者さまに施行した時の確認が足りなかった。
その都度、重ねて確認する。
11049
気づいた。
11013

時間ごとに指示と実際投与されている薬剤の確認が出来ていなかった。
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11050

11051
11052
11053
11054

11055

11056

11057
11058

11059

11060

11061

具体的内容
点滴を交換する際にルートを逆方向にセットしたため、患児の血液が逆血してしまった。 セットし
てすぐにコントロールのアラームが鳴りルートを確認したが、その時に逆方向にセットしていること
に気付かなかった。次にアラームが鳴った時に、他の看護師が気付き、すぐに正しい位置にセット
した。閉塞もなく流通良好だった。
点滴を更新したが家族よりボトルの名前が違うと指摘あり、薬液はあっていたが名前が違ってい
た。
点滴を更新し終えて２時間後訪室すると点滴が終了していた。体位変換後下肢を伸縮させたこと
でスピードが変わったと思われる。
点滴を更新する際、輸液ポンプの滴下数が６０ｍｌ／Ｈから５６ｍｌ／Ｈへ減量してあり、患者から主
治医が下げたことを聞きそのまままた開始した。あとから患者が主治医から聞いた滴下数と違うこ
とを指摘されカルテを確認したら、５７ｍｌ／Ｈであった。
点滴を行っていると魚の臭いが鼻に付くといわれ末梢静脈ラインを自己抜去してしまった。患者様
には点滴の必要性を説明していたが限界だったので抜いたと言われた。
点滴を作る際、指示ではラクテック＋ヘパリンであったが、思い込みでソルデム3A＋ヘパリンで作
成してしまった。（保管薬からの作成であった）保管薬が夕方あがってきておりそのときソルデム3A
＋ヘパリンが間違いだと気づく。Kの値はたかくなかった（3.8）。Drへ報告し、そのままソルデム続
行となる。翌日よりラクテックへ戻すこととなる。
点滴を作成する際にセフメタゾンを作成するのを間違ってセファメジンキットを作成していた。翌
日、施注の時に別の看護師（前日入院をとっていた）がミスに気がつき患者様への施注事故は防
げた。
点滴を実施するために薬剤を準備、混注した後、アンプルを見たら指示とは異なる薬剤であった。
（指示はセルシン1/2Aであったが手に持っていたのはアリナミンFであった。）新しく作り直して点滴
を行った。
点滴を準備した際に１番の点滴に混注されるビタシミン１Aが残っていた。当直Dr報告。２番目の
点滴に混注し施行する。
点滴を準備する時に，薬剤と投与量を確認した。 昨日も日勤で受け持っており同じ点滴を滴下時
間を覚えていたため滴下数を昨日と同じだと深く考えず，６０滴/分のため小児用ラインを使用しな
くてはいけなかったが，成人ラインを使うことが多いため無意識で成人ラインにつないだ。点滴を
投与する時に小児用ラインにしなくてはいけなかったと思ったが，昨日も成人ラインでつないでし
まったがゆっくり落として指示の時間以上にかかってしまったため，このままで大丈夫だと思った。
昨日は時間がかかりすぎたため，今日はもう少し早くしますと患者様に伝え，滴下数を数えずに昨
日より少し早めに落とした。 一時間と少したち，患者様が点滴が終わったとナースコールを押し，
それをとった看護婦に指摘され，一時間で点滴が終了してしまったこと，心のう水がたまっている
ため心負荷をかけないように８時間かけて落とす指示になっていたことを思い出した。
点滴を準備する時に急いでいたためにしっかり確認をせずに指示変更に気付かなかったため、思
い込みで前日と同じ物を準備した。Ｗチェック時にも気付かず、実施時に指示シートで再確認して
行うルールも守らなかったために間違えた薬液を点滴してしまった。
点滴を準備時にワークシート・点滴薬剤・点滴シールを確認して出す。だが、点滴シールが2枚あ
り間違えて薬剤名の違うシールを貼った。点滴薬剤とワークシートで確認時、シールの間違いに
気づかず患者に実施。本日準夜帯の点滴を出す時にシールの記載と薬剤が違う事に気づく。師
長報告。指示と実施する点滴は合っていたのでシールのみ替えた。
点滴を準備中、アミパレンがなく薬局で調剤されていることに気づかず病棟保管から出して混注し
た。

背景・要因
改善策
ＩＶＨの児の点滴ルート交換を一人で行うのが初めてだった。 ルートを逆方向にセットしている事 確認者は最後までチェックする。 自分ひとりで対応に困ったり、原因を発見できなかった時は他
に気付かなかった。 アラームが鳴った時に原因が分からないのに他のスタッフに相談しなかっ のスタッフに相談する。
た。 ルートセット後のダブルチェックが行われなかった。
業務手順確認

十分な確認をする。

点滴更新後の確認事項

体位変換後再度最終チェックし確認する。

業務手順確認

輸液ポンプを設定するときは、必ず声に出して確認し、またカルテで滴下数を確認する。

観察不足 説明不足

患者様の訴えをよく聞き、医師にも早めに相談する。

確認不十分。思い込み。研修が2時間入っており焦っていた。

点滴の指示箋とカルテと物をしっかり確認するようにする。落ち着いて確認し、作るようにする。

注射箋と点滴の確認不充分。作成の際注射箋の確認不充分。

注射箋と点滴の確認。作成の際注射箋の確認。

アンプルを切る前に薬品名の確認ができていなかった。アリナミンFが誤ってセルシンの引き出し 薬品を棚に納める際に十分注意する。 薬剤名を確認してからアンプルを切る。 可能な限り誰か
に入っていた。薬剤量が1/2であることに気をとられていた。セルシンとアリナミンFのアンプルがよ とダブルチェックを行う。 形態が類似した薬は区別しやすい製品に変更する。
く似ていた。
点滴を準備する際に確認が不十分だった。
点滴準備時は注射箋と点滴の内容を自分と他の看護師と２名で確認する。
持続点滴以外の点滴を投与することへの意識の低下。 病態の認識不足。 指示確認不十分。

働きはじめて６ヶ月が過ぎ，最初は一つ一つ慎重にしていたことが，これぐらいでいいかな，まあ
大丈夫かなと思ってしまうことが多くなった。自分のしたことが患者様に大きな影響を与えることを
もう一度肝に銘じ，業務への取り組みを初心にかえり，丁寧にする。 なんでかなと思ったことは，
患者様の病態を考え，分からなければ質問し，理由を頭に入れて処置をする。 抗生剤の投与な
ど，特に心臓などに問題がなければ，だいたいの投与時間しか決められていないものがあるが，
患者様の状態やその薬剤によりしていいこととしてはいけないことがあるので，それを意識して投
与する前に滴下数を考える。

確認不足 思い込みで行動した。 マニュアルを守らなかった。

ルールを守り行動する。 慌てずに１つ１つ確実に確認をして実施する。

点滴を出す時に薬剤・シールの薬剤名・ワークシートを確認ができていなかった。ダブルチェックも 点滴を準備する時は必ずシールの薬剤名・ワークシート・薬剤をみて行い、確認する。 ダブル
薬剤とワークシートで行われており確認が不十分だった。
チェック時もワークシート・薬剤だけでなくシールの薬剤名も確認。

アミパレンは薬局で調剤されてくることになっていたが、看護師に周知されていなかった。薬局で
調剤済みの捺印を見落とした。おかしいと思った時にリーダーに確認したが、リーダーは伝票を見
ず保管から使うように指示した。
11063 点滴を上室と下室を開通せずに準備した
確認不足
点滴を日勤者Ｗチェック時、側管の指示で指示日付は１日から７日まで記入してあるが、内容の 医師が指示日付を続けて記入したので、口頭でその日のみの指示と聞いたが続けて行うと思い
下に１日のみと記入あり主治医に確認すると１日のみの指示であった。指示を受けた看護師は口 込んだ。翌日関わった看護師は薬局より問い合わせがあったも、看護師間だけの確認で主治医
頭でその日のみといわれたが、指示日が連続して書いてあったためするものと思い込んだ。翌日 に確認しなかった。
11064
薬局より１日のみの指示とあるがどうするかと問い合わせがあるも、申し送りで７日までの継続指
示と受けていたので、１本出ししてもらい祝日をはさむ４日間施行されてしまった。４日目の日勤で
医師に確認し間違えに気づく。
点滴を抜去した患者様の前の患者様からナースコールがあり、訪室すると、自室のトイレから床に 点滴の裏のコンセントを抜いて移動できることを説明していなかった点。眠剤を服用した点。
かけて血液汚染しており、患者様は全裸で入眠されていた。血圧119/72mmHg。左前腕の点滴挿
11065 入部からは血液でていなかった。前日の眠前にマイスリー半錠を内服し休まれていたため、話し
かけても、自分の状況が分かっておらず、すぐに入眠される。前日の夜に、眠剤を服用されるた
め、夜間トイレ時ふらつきあるため、しびんを使用するように説明し、しびんを設置した。
点滴を輸液ポンプで管理していたが、点滴内容にヘパリン１万単位が混入されており、20ml／Ｈで 持続点滴は、輸液を継続して、確認できる管理表を使用しており、それを確実に使用すること、ま
滴下中であった。しかし、処方内容および、指示変更を十分把握せずに、24時間管理の点滴と思 た、報告時にも確認することが、出来ていない。マニュアルの整備が必要である。
11066
い、50ml/Hに合わせた。２時間後輸液管理表をもとに、確認すると、２時間で40mlのものが、
100ml注入されていたことがわかり、医師へ報告、様子観察となった。
点滴依頼箋（赤箋、青箋）の抗生剤の○印が違っていた。
医師に抗生剤使用の必要があるか確認すると必要なしとの事。なぜ○印が片方の依頼箋につい
11067
てしまったのかが不明
点滴加療中の患者様がエレベーターへ乗ろうとして、点滴台を先にエレベーター内へ入れたところ 開いていたエレベーターへ慌てて乗り込んだこと。 点滴台を押して歩いていること。 エレベー
で扉がしまってしまった。開閉ボタンを押せないままにエレベーターが動きだしたため、点滴ルート ター内に同乗のひとがいなかったこと。 開閉扉の感度の問題。
11068
が引っ張られ途中で切断し、残りルート内へ逆血しているところを発見される。逆血はあったが早
期発見にて閉塞無く点滴再開される。
点滴架台が倒れる音がしたため，病室に行くと患者が仰向けになって倒れていた。患者に状況を 点滴架台が頭元にあり、暗くて気がつかなかった。
聞くと、「トイレに行こうとしたら、引っかかってこけた」と。それから患者はトイレに行きたいと歩いて
11069 トイレまで行き、排尿をすませ、ベットにもどる。レベル低下無し、運動機能低下無し、バイタルサイ
ン測定し、当直医の診察をうけた。右後頭部に打撲あり。頭部CT行い異常が無いことを確認し、
就寝してもらった。
点滴架台の倒れる音がしたため訪室すると、ベッドサイドに倒れこんでいた。トイレに行こうとした 日中、やや不穏気味でありあさ、朝安定剤を服用され、少しうとうとされていた状態だったが、前日
11070
様子であったが、膝に力が入らず、倒れこんでしまった様子。
は、病棟内を歩かれていたため、そのよう状況を想定していなかった。
点滴確認すると滴下しておらず。ルート屈曲なし。刺入部より８ｃｍ程度逆血見られる。フラッシュ 体動活発な患者であり、ルート圧迫していたと考える。患者観察不足。ＣＶＣが少しずつ抜けてき
11071 するも接続部よりもれるのみだった。医師に報告、ＣＶＣ抜去の指示あり。抜去後低血糖なし。排 ていると情報があったが活かされなかった。
尿量に留意した。
11062
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アミパレンは薬局で調剤され調剤済みの捺印を押してくることを周知する。疑問に思った時には必
ず伝票、指示を確認し曖昧のまま業務をしない。
３度の確認を徹底する
看護師：指示内容はすべて目を通し、わかりずらい指示、疑問に思う内容については主治医に確
認する。他部署からの問い合わせにはしっかり確認し返答する。 医師：指示内容を行う日のみ
日付記入してもらう。

眠剤を服用するため、しびんを設置し、そのことについて何度も確認をする。点滴の裏のコンセン
トが外れることを説明する。また、点滴をもってトイレに行くことを説明・実施してもらう。

・輸液管理表を確実に使用し、勤務交代時にも、それらの指示内容や処方内容を確認し、また、申
し送ること。 ・治療上、特に重要となる薬剤は、点滴ボトル本体にも混入されていることを記入し
て、誰が見てもわかるようにする。
注射箋の赤箋・青箋は必ずダブルで確認。注射をした人は確実に印を押す事の再徹底を行なっ
た。
エレベーター扉の閉まるスピードの調整

患者が歩行するところに、点滴架台、オーバーテーブル等置かない。

日中の状態で、介助する点を、日勤者に確認しておくべきだった。 尿意の確認や、ナースコール
の説明をするべきだった。
情報のあるなしにかかわらず、１時間起きに刺入部の観察を行う。
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具体的内容
点滴管理中の患者様の点滴がなくなったため、次の点滴へ交換する。交換する点滴が分離され
ている物で、使用前に開通させて使用するものであった。開通させ、点滴交換を行ったつもりでい
たのだが、スタッフが確認したところ、しっかりと開通させていない状態で使用してしまった。５０ｍｌ
点滴したところで点滴が漏れてしまい抜針した。
点滴間違い
点滴固定のテープが濡れていると母より指摘あり、固定テープを剥がし交換の際、サーフローも一
緒に抜去してしまった。主治医に報告差し替えを行った。
点滴交換のため訪室すると体動が激しく、ルートの自己抜去が考えられ、許可を得ている安全帯
を取りに戻っている間にシリンジポンプの接続部がはずれていた。

しっかりと確認しなかった。

背景・要因

改善策
確認をきちんと行う。 開通を確認した後にシールをはがす。

業務手順、チェックの問題点
テープを剥がす時、誤って抜いてしまった。確認を怠った。

ダブルチェック、声だし確認
慎重に確認しながら交換する。固定に注意して行う。

リート接続部の固定が不足していた。ルート自己抜去の可能性があり安全帯が許可になっている
場合は病室に準備すべきだった。安全帯を他の看護師に依頼し患者の側から離れるべきではな
かった。
点滴交換後滴下速度を調整する事を忘れる。
交換時にルートの中にエアーが入っていたので焦ってしまった。ルートのエアーを抜き安心して調
節をしないでしまう。
点滴交換時、アクチットの指示を確認不足でポタコールを繋いでしまった。
１年次はまだ注射係りを経験していないため、準備してある点滴の状況が理解されていなかった。
注射オーダーの確認不足。
点滴更新（PIカテーテルのメインとカテコラミンルート）を行なった後、介助の看護師がカテコラミン 介助の看護師が「カテコラミンルートに空気が入っている」と言っていたのに、ルートの確認が出来
ルートに空気が混入している事に気付く。途中のルートをはずして( 1回外す場所を変えて）ルート ていなかった。空気が入っていると思われる場所のみをみて確認していた。
に液を満たそうと早送りをしたが、液が満たされず過負荷でアラームがなる。原因を探しながら
（ルートの確認等）早送りを試みていた時にメインルートを外して、カテコラミンルートを早送りして
いた事に気付く。モニターでHR=150台、BPmean＝50台になっていた。Dr報告し様子見となる。そ
の後HR=130台、BPmean＝30台に落ち着く。
点滴更新の際滴下数が減量されていたが（５６ｍｌ／Ｈ）、カルテも確認せず患者本人から主治医 業務手順の確認
が下げたことを聞くだけだった、結果５７ｍｌ／Ｈであった。
点滴更新時、開通しなければならない薬剤であるのに、開通しないまま更新し、そのまま患者本人 開通済みのシールに開通したことを確認しないまま確認印を押してしまった。また、更新時に再度
に投与した。終了するまで開通していないことに気がつかなかった。
薬剤に貼ってある開通確認のシールを見たにもかかわらず開通しているか確認せず更新した。
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点滴更新時に他の患者の介助に入り、急いで更新を行い、混入すべき薬剤を注入し忘れてしまっ
た。申し送りのときに気がつき、注入薬剤は一回パスした。患者には影響なかった。
点滴更新時本来ラクトリンゲルへ更新するはずだったが処方箋を見誤ってしまい翌日のペロール
へ更新してしまった
点滴混注時に薬液量を間違えた
点滴混入ミス
点滴採血両方ある患者さんに伝票のチェックをしっかりせず、先に採血のみ施行してしまい、結果
として２度針をさすことになってしまい痛い思いをさせてしまった。採血途中で他の看護師の指摘
で発見した。患者さんには説明をして謝まったが、それほど深刻には考えておられない様子だっ
た。
点滴残量確認のため訪室、残量が少しになっていたため詰め所にもどり準備をしていたら、次々
ナースコールがあり対応に負われていた。次に患者訪室したらﾁｬﾝﾊﾞｰまで空になっていたが、本
体の点滴をみるとダブルバックのセパレート部が開通されていなかった。
点滴使用量が半減されていることに気付かず、患者より指摘を受ける。 カルテを見たが、内科医
の指示と思い込み、月曜日に先生に聞くように話した。 他の、患者を知っている看護師が気付
き、「担当医が違っている、外科の医師だ」と分かる
点滴指示があつたが、準備するも実施しないでしまう。
点滴指示がでた事に気付かず、追加分の点滴を実施しなかった。
点滴指示でＰＮツイン２号１１００ｍｌ＋ミネラリン１Ａ＋ビタジェクト１Ａが記入されていた。昼１２時
からの指示が記入されていなかったので同じ物を追加したが他の看護師から昨日の指示はＰＮツ
インの後は５％ＴＺ５００ｍｌであったといわれ、医師に確認したところ記載漏れである事が分かり、
点滴を交換した。
点滴指示であったが静脈注射で施行した
点滴指示受け時に抗生剤中止に気付かず翌朝の抗生剤を実施してしまった
点滴指示書と一般指示書に用紙が分かれているのに、点滴指示が食事指示と同じ所に書かれて
おり、指示を見落とした。
点滴指示有施注する、薬局よりオキリコン40mgの指示であり院内にはオキリコン80mgしか在庫な
く、半分量を使用したか確認され、この時点で初めて半分量の指示であったことに気づく。主治医
に報告する。
点滴施行時、特に触る行動は見られなかったため不動手袋使用せず施行。滴下終了後自抜して
いる所を発見する。
点滴施行後、突如「火事だー」と興奮し暴れだされ、制止しようとした時、患者の右上腕部に傷をつ
くった。
点滴施行後30分、訪室すると点滴針自己抜去していた。
点滴施行後観察訪室したところ点滴針自己抜去。抑制中だった。
点滴施行時、専用ルートを使用せず施行した
点滴施行時に、指示の出されていたﾉﾙﾆﾁｶﾐﾝ&reg;を混注するのを忘れてしまった。
点滴施行中のまま移室してきた患者は側管からＦＯＹを施行していた。ＦＯＹが終了し、次のものへ
切り替えようと、挿入部を確認すると左前腕の腫脹があった。抜針したところ、サーフロー２４Ｇに
てルート確保されていたことがわかった。１００ｍｌ弱もれた。
点滴施行中の確認の為訪室すると、インターリンクカニューラと点滴セットの接続部が外れている
のを発見。シーツ上に点滴薬品の混ざった血性が３０cm×１５cm程度あった。患者さんへの影響
は、発見が遅れれば血圧低下や貧血などが出る可能性あり

退室まえにももう一度滴下速度の確認をする。
他のスタッフに必ず確認してもらう。点滴本体がなくなっても滴下を絞って慌てなくてもいいことを
理解する。
ルートは安易に外さずに、よく考えてから外す（外す場所も）。マニュアル通りに行なう。点滴を準
備するときにルートを確実に液で満たす（後で空気を抜いたりしなくてもいいように）

輸液ポンプ設定するときは必ず声に出して確認し、カルテで滴下数を確認する。

確認不足

開通の必要な薬剤取り扱う際には、その薬剤を開封した時点ですぐに開通する。点滴更新時・投
与時には再度開通したのを確認の上開通確認シールに印を押す。実際患者の所に行く・行った時
にも再度薬剤に貼ってある開通確認のシールを利用するなどして、開通確認をを行い施行する。
開通したのをその開通した本人と別のスタッフに確認してもらい、開通したかどうかダブルチェック
を行う。
二重チェックを行う。

処方箋しか確認していなかった

処方箋のみでなくカルテも確認していたら事故は防げたと思われる

確認不足のため
観察、確認不足
採血点滴で処置が忙しかったのか、いつも伝票を必ずチェックしておるはずなのに、台の上に置
いてあるのを簡単にチェックしただけで採血と思いこんでしまった。点滴のところに○チェックして
あったのをもうひとつ○があるなと頭の中でなんとなく考えながら点滴だとは思っていなかったの
がどうしてなのかわからない。いくつのも患者さんの伝票がどっと置いてあったことも事実だがそう
いうときこそしっかりチェックするべきだったと思う。
点滴薬剤の取り扱いとチェックの仕組みの問題

声だし、指差し確認の徹底
点滴の準備は二人でする。
基本伝票の確認をしっかりする。点滴と採血の伝票は別におくほうがわかりやすい。

11080

11081

ルートの接続部をテープ固定する。安全帯を事前に病室に準備し安全を確保する。体動が激しく
なる原因を観察する。

準備の段階で開通しておくこと。点滴交換後も再度確認する。

・思い込みが要因 ・不明な際は、解明するまで追及

話し合ったが、内容変更メモに内容を書いた方が良いという意見と、複写は禁止なのでやめた方
が良いという意見が出た。カルテ記載に工夫を考えたらどうだろうか？

準備したのに保管場所を指定されいる所でないところにしたため忘れる。
指示を出した事への伝達がなく、指示に気付かなかった。
確認不足

指示されている場所におくようにする。自分よがりの行動をしない。
指示を出したら声をかけるよう医師に伝える。
指示がはっきりしないときは医師に確認してから実施する。 医師に記載漏れのないようにしても
らう。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
カルテの止めの指示が見つけにくい カルテの２４日のサインが無いことに気付かなかった
指示取りをする時、ナースコール・電話等を行いながらで集中できない状況である。 また、本来
記載すべき場所に医師が記載しなかったため。
ダブルチェックができていなかった、注射伝票の確認不足。

基本は薬札の確認であるが、科による投与方法の違いを改善していく
指示表と処方箋をしっかりと確認する
指示書の様式を改訂し、医師の指示を転記しない様式に改めています。

触る行動が見られなかったが不動手袋を使用すればよかった

点滴時は必ず不動手袋を使用する

事前に説明はしており予測できなかった。

転移性脳腫瘍があるものの予測不可能な事例であった。他にも倒等の危険性があるためベッド等
の環境を見直した。引き続き処置時等には患者に充分に説明した上行う。
点滴施行中のみの有効かつ患者負担の少ない拘束方法の実施。
点滴施行時の抑制方法再検討。体幹抑制方法など。
薬札に使用するルート名を記載する
ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｰﾙの表示変更。ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞによる処方方法の検討。
サーフローを入れた時は必ず種類等を明記する。 申し送りを受けた時の確認等を忘れない。

患者の理解力誤認。
抑制後の可動域の確認不足。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞによる処方内容の見づらさ。
申し送りを受けたときのあり方。

必ずダブルチェックを行なう、注射伝票と薬剤を確認し思い込みで実施しない。

業務手順、ルール、チェックの問題。ライン接続部の固定が患者対動により緩みが生じたと考えら 患者さんの状態（体動）の状況観察を十分し固定方法を検討する。 閉鎖式輸液ラインを使用する
れる。挿入部分の確認が不十分であった可能性あり。医療器具の問題。本来、バクスター社の閉 場合は側管も同様のラインを使用する方向で検討
鎖式輸滴ライン「インターリンク」のラインを側管部分も使用すべきだあるが、現状は一部の症例
11102
（２４時間点滴や抗がん剤投与など）に使用し通常の症例や抗生物質など側管からいく場合は使
用していない（コストの関係で）そのため、点滴本体はインターリンクタイプで側管は通常タイプと
いう現状から接続に不具合が生じた可能性あり。
点滴施行中時に採血の指示あり、採血出来そうなところなく点滴している部位で採血施行した。そ 採血の業務手順確認
持続点滴している部位では採血はしない、指導する。
11103
の後血糖値測定したが異常値を示し医師より採血部位の指摘指導あり再検査する。
11104 点滴時にパック上室部が開栓されていなかったため、上室薬剤が滴下されなかった。
確認不足。 手技手順の誤り。
点滴等の日常業務における作業手順について、再度確認させた。
11105 点滴自己抜去して台に掛けてあった
環境の変化に順応できない
なるべくライン類は少なく夜はできるだけロックに
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具体的内容
点滴終了とナースコールが有りましたが、他の仕事をしていてすぐに行かずそのままになっていた 業付体制、人数的に問題があるのか？
11106 為患者様が怒ってきた。 点滴の抜き忘れ。 担当のなーすの方が謝罪してくれ、患者様は納得し
ていました。
点滴終了のナースコールがあった。患者のところへ行くと、3方活栓とルートの接続が外れていた。 確認不足
11107
点滴終了後生食にてロックすべきところ、胃ロウ用の酢酸水を注入してしまった。経過１６：４５ 看
護師Ａが食酢を１０倍希釈した酢酸水１０ＣＣを準備。１６：５０ 准看護師Ｂが患者のサイドテーブ
ル上右側に置く。１７：５０ 抗生剤の点滴準備と生食ロックの準備をし、生食はトレーの中に入れ
准看護師Ｂがサイドテーブル上左側に置く。１８：００ ＤＩＶ）セフメタゾン１ｇ＋生食１００ｍｌ施行。１
８：５０ 点滴終了後、少し時間が経過していたので、“凝固してしまうのでは”との焦りがあり、サイ
ドテーブル上右側の酢酸水の入った注射器を取り、８ＣＣ注入した時点で間違いに気づいた。 １
11108
９：００ 科長の報告、科長が主治医に報告した。バイタル指示にて ＫＴ＝３６．７℃ Ｐ＝６６ ＢＰ
１３０／７０ 問いかけの『大丈夫』との返答あり、状態に変化は見られなかった。 １９：０５ 主治
医訪室、左前腕サーフロ針抜去。発赤、腫脹、熱感無し。右鼠蹊部よりＣＶカテーテル１８Ｇ挿入し
ソルデム５００ｍｌ １００ｍｌ／Ｈで開始、酸素２Ｌ モニター装着した。患者は注射の痛み訴えるが
その他の気分不快無し。２０：００ 主治医より家族へ連絡。２１：２０ 家族が来院し、主治医・事務
長・看護科長で経過報告。Ｄｒ指示通りバイタルチェックを施行する。
点滴準備時、２パーツに分かれている抗生剤キットを溶解しないまま患者様に施行した。後に、訪
11109 室した他のスタッフが気付き、新たに抗生剤の点滴を追加する。
11110
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背景・要因

改善策
今後はコールがあればすぐに対応できるように努力します。
3方活栓の接続を確認する

使用していた点滴ロック用注射器と胃ロウ用の酢酸水の入った注射器は 共に１０ＣＣであり、違 １）静脈用に使用する注射器以外は全て赤のカラーシリンジを使用すること。 ２）点滴ロックの手
いといえば、酢酸水に白テープに氏名を書いて貼ってある程度であった。通常の生食ロックの手 技の統一を図るため、看護部において、手技と器具の使用方法について再教育する。
法と今回実施されていたのでは手技に違いがあった。他の病棟手技。サーフロ針⇒インジェクショ
ンサイト⇒レバーロック⇒生食注入。事例発生病棟手技。サーフロ針⇒インジェクションサイト⇒翼
状針⇒生食注入（酢酸水）

準備時、施行時の確認不足。 指示された薬品名、量と施行する薬品が合っているか
名に間違いがないか確認する時、薬品の状態が確認されていない。

患者氏 １．自分の行おうとしていることを認識し、責任をもって確認する。→看護部の重点目標とした。
２．薬品会社との連携。セファメジンの薬剤の様に開封時ひねって混和させるシステムがすべての
抗生剤に取り入れられる。
点滴準備中、「フルカリック２号」へ注入する薬液を、他の患者さまのボトルに入れてしまった。
他の患者さまのボトルが隣にあり、確認せず注入してしまった。
ボトルの名前を確認しながら行う。薬液注入済みのものは、別の場所に置く等分かりやすくし、間
違えない工夫をする。
点滴処方整理時、生食100ml ハベカシン２Ａの指示をハベカシン１Ａと間違い整理してしまった。 整理中、他の仕事（検痰を検査室に持参した）をして、中断してしまった。再開したとき、もとの位置 処方箋の確認時、声だしをしなかったので記憶になかった。仕事を中断した後、再開する時は、処
次の日点滴実施時にスタッフが間違いにきずく。
に置いてなかったが、それを確認しなかった、
方箋を再確認すべきであった。
点滴処方箋のメインは29日までとなっていた同じ処方箋に抗生物質は28日までとなっていた。抗 抗生剤の点滴注射箋が、本体の点滴箋との実施日が同時開始同時終了でなく、ずれがあった。 注射箋とカルテの確認不足、情報収集不足。
生物質の追加処方はカルテの中に入れてあったが取り出すのを忘れていて抗生剤を与薬しな
かった
点滴整理中、伝票には5%G500mlと記入されていたにもかかわらず、あがって来ていたヴィーンＦ ・本人の不注意
・注意・確認の徹底
500mlに名前を記入してしまった。
点滴静注がＩＶＨに変更になっていたが薬局に連絡がなかったため変更出来ていなかった
注射袋の手技欄の確認ミス
ＮＳ・Drの注射袋の手技欄の確認
点滴挿入時２２Ｇアンギオカットを留置しエクステンションチューブを接続するが、接続部より薬液 不良物品と推測される
用度管理課を通じて現物を添えてメーカーに調査を依頼した。
もれあり。エクステンションチューブを交換するが同様のため鉗子を用いて接続部をしっかり閉め
た。他に接続が甘い物品が３件発生した。
点滴速度３０ｍｌ／ｈ 指示あり 注射指示確認書も変更記載なく カルテにも指示受けのサイン 医師から看護師への点滴量指示変更の手順が徹底してない カルテを見て指示量をテエック徹 投薬はカルテで確認し行うのが原則であるが、カルテと指示確認書を合わせているため、指示確
なかった 申し送り板には３０ｍｌ／ｈ と記入されていた 申し送りでも３０ｍｌ／ｈ を申し受ける 底してない 各ラウンドの輸液量確認方法の徹底不足
認書と現物を合わせ投与しているのが現状。変更の指示をうけた人が注射指示書の滴下量のか
準夜勤が記録できてなかった 為 申し送り板を持たず巡回 小児の入院５名あり輸液量を覚
きかえ及びカルテにも受けサインボトルへの書き換えを行い、巡回時にしっかり確認しダブル
えていなかった 深夜勤で訪室時室内は消灯されていたため 懐中電灯で点滴ボトルに４０ｍｌ
チェックできる様にする。小児の場合食事等で滴下数の変更は十分考えられる事を頭に入れて、
／ｈを記載されていたため ポンプの輸液量も４０ｍｌ／ｈ と表示されておりあっていると思い込ん
カルテと確認する管理をうける。
でいた 以降何度も 訪室確認したが 気付なかった 朝主治医訪室時指摘うけ事故に気付く
点滴速度がおそかった。
確認不足
きちんと確認する。
点滴速度の管理ミス：呼吸困難で救急受診した患者に採血とルートキープが同時に行われ、その 情報の伝達・連携の問題点：二人で業務に当たっていたため、どちらかが確認したと思い、お互い 指示を受けた者が確実にそれを施行する原則を遵守する。
後ネオフィリンの加薬の指示と時間100mlの点滴速度の指示があった。2人の看護師が介助にあ に確認を怠った。
たり、血液検査の検体を提出、入院のための準備等行っていて、病棟に患者を移動させた時点で
残液が100mlになっていた。
点滴速度の調整違いによるスピード間違い、特に副作用なかった。
3歳小児、点滴が寝返りで速度がずれた、可能性
点滴スピードの定期確認、小児用点滴セットの利用。家族への話。
点滴台の倒れるような物音と「助けてください」の声で訪室すると部屋の入り口でしりもちをついて 患者状態把握
夜は眠剤服用しているので移動時はナースコールするよう指導する。
いた。廊下を歩行しようとして足が滑り転倒した。異常なし。
点滴台の倒れる音がして訪室すると、トイレに行こうとした患者様がふらついて壁に当たり転倒し ・臥床がちであった患者様で２０日からリハビリ開始したばかりであり、筋力低下している状態で ・夜間帯で特に睡眠薬を内服した後は、ポータブルトイレを使用し、移動時はNSコールするように
ているのを発見した。
あった。 ・眠剤内服中であり、ふらつきや転倒する危険性が高かった。
説明した。 ・ポイント連絡票の転倒・転落注意者に名前を挙げ、スタッフ皆が注意して観察できる
ようにした。
点滴台を押して廊下に出ようとした時、ドアの所に躓き、点滴台ごと転倒した。点滴のローラー部 点滴台に破損した部分があり、押しづらかったのではないか。
点滴台は保護者の方に捜査を依頼する。破損があれば、速やかに、修理する。
分で、前胸部を打撲する。患部発赤あり、当直医師に診察受ける。
点滴中の患者さまにアミノフリードをセットしてあったが、エアー混入にて点検すると、 開通してい 開通シールもありマニュアル通りにしたが、開通の確認をしなかったため。
必ず開通を確認してから施行すること。
なかったことに気がついた。
点滴中の患者様が、点滴台を倒しベット側にたっていた。
観察不足
点滴台を除去し、上から、つるす。ルートを長くする。
点滴中の患者様からナースコールがあり、輸液次ありのテープが貼ってあったので、詰所で先輩 点滴ボトルの交換が始めてなのに出来るだろうと思い一人で実施したため。
初めての事や、自信のない事については、無理をせず先輩に見ててもらう事も大切なこと。
に内容 を確認してもらい、一人で交換に行ったがルート内にエアーが少し入った事に気づきエ
アー抜きをし再び滴下した。
点滴中の患者様をストレッチャーで検査の為搬送しようとした。ストレッチャーで病室を出る際、点 ストレッチャーの高さの調節を行わなかった。 ガラスの点滴であるという認識が足りなかった。
患者様の周りも注意して観察を行っていく。
滴棒が高くなりすぎており、出入り口にぶつかりガラスの点滴ボトルが破損してしまった。点滴ルー
トをヘパロックし医師へ報告した所割れた分の点滴は今日は終了でよいと指示を受けた。もし、患
者様の上に落ちて怪我を与える可能性があった。
点滴中の側管より、「生食２００ｍｌ＋アレビアチン１／２Ａ」を点滴してしまい、閉塞のため落下不良 薬の性質上、別ルート（単独）で行うという原則を認識していなかった。確認しなかった。
薬の作用・副作用・投与方法等、理解した上で実施する。リーダー等に確認していく。
となり抜針した。
点滴追加時、同室者の点滴を追加した。ソリタT3５00ml＋ビスコリンを追加であったがソリタT3Gを 確認行為が行動になっていない。指導や学習不足。
交換ボトルの名前・ベッドネームでの指差し確認をする。 プリセプターと振り返る。
追加した。
点滴滴下状況確認の為訪室する。ＣＶＣルートの接続が外れ逆血しているのを発見する。閉塞し 体位変換後固定部のチェックをしているが、緩みまでの確認をしていない。夜間のため薄暗い中 ルートの緩みがないか、示唆呼称確認にて点検を行う。接続部をテープで固定をする。
ていないか確認し、ルート接続をする。自然滴下良好。緩みがないか確認したところ、他にも緩み での確認であった。
発見する。
点滴滴下速度を、指示通りにあわせたつもりだったが、実際には指示よりも早く滴下してしまった。 深夜の時間帯であるため、室内が暗く確認が不十分だった可能性が高い。
ペンライト等を使用してきちんと確認する
夜勤巡回時に発見。
点滴滴下不良のため確認すると接続不良であり薬液漏出していた。
業務手順確認
針とルート、接続部の固定をしっかりと行い、安易にルートのみを引かないように気をつける。
点滴伝票を見て点滴の準備をしていたが２日分詰めてしまった。他看護師が発見し気がついた。 業務手順の確認
確認を十分にする。
点滴内にプリンペラン加入であったが２時３０分に追加を忘れ朝の引継ぎ時に気がつく。異常な 業務手順確認、点滴の添加中のについて問題はなかったか。
確認を十分する。
し。

429

11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142

11143

11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155

11156
11157
11158

11159

11160
11161
11162
11163

11164

11165

具体的内容
点滴内に塩モヒ加薬時に麻薬処方箋と点滴ボトルに付いている札を確認し処方箋には５ｍｇと書
かれているのに、点滴内に１０ｍｇ加薬混入した。夜勤帯への申し送り時も１A開始と報告し、夜勤
者が金庫の薬品確認し処方箋と残薬が合わないと指摘を受け、誤りに気付いた。患者の容態に
変化はないと思われる。
点滴内混合ビタミン剤が変更されたため点滴薬を作り直した際に血液代用剤を間違えた。
点滴内容が変更になっていたのに気付かず、輸液のみの点滴をしてしまい患者より薬が追加に
なった事が告げられた。 点滴をする人が待っており、前日診察後に内容追加になっていたのが
わからなかった。 精神安定の為の点滴だと思い込んでいた。
点滴内容と速度が変更になり、８０ml／時で行くのを、４０ml／時で投与し次の勤務者が発見。
点滴内容の指示が変更になっていたが、患者へは前日と同じ点滴内容が実施されていた。実施し
た注射係りの看護師の実施確認がされていた。ワークシートのみで確認し直前のCp確認をせず
実施入力した。患者に変化はなかった。
点滴内容の指示変更があったので点滴ボトルを替えるときに注射ラベルも貼らず、Ｗチェックもせ
ず、患者様に氏名も名乗ってもらわずに行ってしまった。
点滴抜去が頻回にあり、説明は何回も行なっていたが、清拭の際病衣を開けたところ、胃瘻のカ
テーテルが抜去されていた。
点滴抜去と胸腔ドレーンを自己抜去する。
点滴棒を持って汚物室移動中転倒、右膝関節痛。

背景・要因
改善策
札を用意する時に１０ｍｇではなく１Aとしたことが間違いの原因。札も処方箋と同様の書式で書く 準備時と混入時には二人で確認するようにする。
ようにする。
準備作業時の確認誤り
・点滴する人が３～４人待っていた ・カルテ確認せず思い込み ・症状を理解していなかった

確認作業の徹底。ダブルチェックの励行
１、表紙にメモで小さな紙が貼りつけてあり、メモが活用されていない ２、表示方法をマーカー使
用で注目できるように作成

指示を十分理解・確認せず、点滴内容の変更だけ行い、速度の変更確認を怠った。

毎時間の点滴全てを確認し、速度の変更等見逃さないようにする。CCU指示チャートの確認を忘
れずに行うようにする。点滴確認のルールを徹底する。
実施後の確認作業。当事者は思い込んでいるので他者（受け持ち）が確認する。

急性期病棟にて時間外の指示変更が頻繁に行なわれる病棟であるため、実施直前にCｐにて
オーダー確認をする手順になっていた。注射係りが気づかず実施したが直ぐに部屋もちが気づい
た。
間違えないという思い込みがあった。
マニュアルに基づいた行動をする。

介護服も使用していたが、尿漏れが頻回にありパジャマ着用の際に抜去されてしまった。胃管か 介護服が高価なため一着だけの準備であった。交換用着の準備を行なう。
ら注入時だけは抑制も実施していた。
患者の不穏状況にきずいていたが，対応をしていない。
不穏患者の手の抑制をしていない。
点滴棒の動きが悪かった。
１．点滴棒の動きの確認、動きにくいのがないか。２．汚物室内部の床の状況、転びやすくないか
確認。３．その他危険箇所の確認。
点滴末梢ルートが漏れ、受け持ち看護師より医師の介助に付いてほしいと依頼された。医師は、 確認不足 思い込み
ルートを最後まで辿って確認をきちんとする。受け持ち看護師以外が点滴ルート刺しかえの介助
末梢ルートをとりその場を離れた。漏れた方の末梢ルートを抜く時に、ルートがつながっている方
につくこともあるので、漏れた方のルートは、医師の確認を得てあらかじめ抜去しておくのも方法だ
を確認したと思いルートを抜去した。自分では、そのルートが漏れた方だと思いこんでいた。しか
と思う。
し、抜いたルートは、新たに刺し直した方のルートであり、抜いた後でルートがつながっていること
に気がついた。結局、再度末梢ルートの刺し直しをして、児に負担を与えてしまった。この時、入院
の情報があり、そちらの件に気を取られていた。間違った思い込みをしてしまい、ミスに気付けな
かった。
点滴薬がスタンドからはずれ、点滴が止まってしまった。
器具の取り扱い不備、確認不十分
確認の徹底、器具取り扱いの指導。
点滴薬にモルヒネを投薬することを忘れ、投薬しなかった。 発見後、患者からの痛み等の訴えも 指示が出ていたが、見落としたため準備しなかった。 そのため、他ＮＳも発見が遅れた。
患者管理の徹底。確認作業時のダブルチェックの実施
ないため、担当医師の指示によりそのまま経過観察とした。
点滴用のかごに2本ボトルが入っていて、誤まって他のボトルにガスターを注入してしまった。
思い込み、勘違い、確認不足。
混入する際にラベルの確認を3回チェックする。チェック時、混入するボトルを2本一緒にカゴの中
江入れないようにする。
点滴落下チェックの為に訪室し点滴が落ちていないのを発見。クレンメがクランプされていた。クレ チェックは２時間毎に受け持ち看護師がすることになっていた。入浴日でお風呂の送迎の係りも 入浴の送迎係の看護師も移動前後に点滴の落下チェックを行う。 受け持ち看護婦も、入浴後点
ンメが閉じていたため14ー16時の間点滴が入っていなかった。
チェックはしていたが、クランプした人が不明。
滴の落下チェックを行う。
点内に入れるプリンペラン入れず。
注射伝票の下の方にに書いてあり見落としてしまった。注射伝票の字が小さくみにくかった。
見落としてしまったのでしっかり確認する。見にくいものであれば、ドクターに書き直してもらう。
点抜後、テレバンス内服開始の指示があったが、薬がカセッターに入っておらず伝票も処理されて スタッフ間連携不備。
指示の伝票処理、チェックの徹底。
いなかったため、内服させ忘れた。
伝票にて請求された薬品を払い出す際に確認を怠り、本来ヘパリンＮａロックシリンジ10単位/mlを ヘパリンＮａロックシリンジ10単位/mlは小児科と未熟児センターのみ使用されていると知っていた 伝票の確認を十分に行い払い出す。
払いだすこところをヘパリンＮａロックシリンジ100単位/mlを払い出してしまった。
にもかかわらず、10倍のヘパリンロックシリンジを払いだしてしまった。 伝票の請求部署および薬
品名の記入の確認を怠ってしまった。
伝票の見間違いにより指示と異なる薬剤を準備してしまった。
確認不足。
確認作業(指差し呼称)の指導
伝票の渡し間違い。
思い込み
ダブルチェック
伝票上注入食が不足しているようになっていたが、実際は伝票なしで直接栄養士に指示があって 医師が病棟スタッフに食事の変更の事について何の指示もなく、伝票も出されていなかった。
医師の指示は、口頭でなくカルテと指示箋に記入してもらう。 その日のリーダーが指示切れの分
いた。
については日勤の最終で確認を行う。
電解質Cl検査の値が数回行っても異常だった。ブロム系の薬剤を使用していたためだったが、病 情報共有のあり方のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
情報の共有、連携の徹底
棟との連絡不足によるものと思われる。
電解質補正のため、５％ブドウ糖＋メディジェクトG20% 20mlの指示がでた。病棟ストックのメディ メディジェクトはＧのみの採用と思い込み確認が不足した。
病院ニュースでの周知と、指差し声だし確認の再確認。
ジェクトNa10%20mlをメディジェクトG20%20mlと思い込み使用した。点滴を作成し、２２時指示を再
度確認すると間違っていたことに気付いた。
電子カルテの指示と実際の処方薬が異なり、リハビリ外来医師が誤った処方をした。
退院時処方変更を主治医が、変更についての情報を入力しなかった。電子カルテのシステム上の 初回外来の場合、退院処方説明書を持参して頂いて確認を行う。外部委託医師に、当院の電子
不具合で、処方変更した場合自動的に電子カルテ上に変更されない問題がある。患者が医師に カルテのシステムの未完成を説明、理解していただく。
内服薬について聞かれた際、間違った情報を伝えた。
電子レンジで浣腸液を温めた際、レンジ内に放置しその後取り出したときに浣腸液が破裂。処置 浣腸液を電子レンジで温めることが常習化していた。（お湯であたためるより早く準備できる） 加 浣腸液を電子レンジで加熱することは禁止とした
中の患児の額にかかった。患児にたいしては冷罨法処置を行った。
熱目盛の調整をしたままその場を離れ、加熱時間が長かった。
電動ベッド使用中。リモコンを手にとり高さを調節するスイッチを押し、最高の高さまでベッドをあげ 痴呆があるためリモコンのスイッチは手の届かないところに置いていたが、その時は手の届く範囲 対象を考慮した電動ベッドの使用。 手動の３ウェイのギャッジベッドに交換した。
ていた。 自分でナースコールを押し、知らせる。頭を上げようと思って操作したと話す。
内にあった。
電話で患者様の名前を聞き違ったままＰＳＷ･主治医へ連絡してしまった。カルテを用意するも、他 電話で、非常に酷似した名前であった。混雑しており、周囲がざわついていた。患者様の確認が ＩＤや生年月日とともに確認を十分に行なう。
患のものであるということがチェックできず、他患の家に連絡の電話を入れてしまう。他患の家は 不十分であった。
留守であったため、幸いプライバシーのもれは防げた。その後患者様は来院され、診察を受けた。
電話をかけたいとの訴えがあった為、護送する。その間他患者の援助を行なっていると、他看護 患者のそばを離れた。他看護師に報告していなかった。
手の離せないときは、患者にも十分説明し時間をずらしてもらう。 他看護師にも協力してもらえる
師より、離棟し、売店に行っていたと報告を受ける。患者は以前不穏のため離棟経験がありった
よう報告する。
が、忘れていた。また、電話中であることを他看護師に報告していなかった。
電話をかけに行こうとして歩行中転倒した。左肩・頭部打撲するも意識レベル及び運動機能に変 観察不足
スリッパを履いていたので靴にしてもらった。
化はなかった。
電話をするために椅子へ座ろうとして膝が曲がらずずるずる滑るようにお尻から落ちた。打撲等な ・物理的な環境や設備上の問題点
・丸いすの検討をする。
し。打撲骨折の可能性があった。
電話連絡で明日の朝食から再開の口頭指示はありました。他の人のをたべてしまった。
口頭指示だけでなく、すぐコンピュターで処理するべきであった。
病棟よりコンピュタ－で処理を必ずする。給食の方も確認をすること。
吐血した外来受診され胃カメラ検査へと移ってもらった。外来にカルテをとりに行った時、以前にカ 患者の様子が緊急を要する時までは感じず、確認ぐらい感じてたのは間違いであった。カメラ前処 吐血・下血マニュアル作成とその徹底
メラ経験があり感染症検査はできていることを確認していた。タッパーに吐物した血液をもってきて 置の確認の中吐血患者がどういう体制でうけるかという確認する時、モニター救急に備えての物
いたので出しているかもしれないと予測しプロナーゼ液を飲むことはやめてもらった。胃にカメラが 品の確認ができていなかったので今回のことがおきたと思っている。吐血のマニュアルをつくり
挿入され出血していること確認したところでモニター装着する。医師と看護師とルート確保ができて チェュクしてから処置に望むことが必要である。また、外来の医師からカメラ当直医師への連絡は
ないことに気づいた。処置により止血できたが途中ショック状態になった時の対応が遅れた可能性 とれていなかった。
がある。
吐血で入院中の患者、昨夕より内服可となる。本日人工透析日で申し送り時朝のラシックス、ノル 外来からの手持ちの内服薬7種類のうち、カルタンとカリメートのみ中止の指示あり。中止薬は別 確認は、自分の目と他人の目の複数で行なう。(マニュアルの遵守)
バスクの服用が未だだったことを指摘される。
袋となっている為すぐわかるという。主治医の説明を鵜呑みにしてよく確認しなかった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
吐血にて吐血カクテルを1日4回内服していた。胃カメラがあることを知りながら、吐血カクテルをい 定期的に内服しているものであり、無意識に渡してしまった。胃カメラの時は絶食であること、内服 検査時の絶食の必要性を再確認する。また、胃カメラにて絶食という札が部屋にかかっていな
11166 つも通りに用意してしまい患者様に渡してしまったところ、内服してしまった。
もしないということは意識しているが、こちらから準備して持っていく水薬に関しての意識が薄かっ かったため、絶食の方でもその日何の検査があるのかわかるようにしておくことが必要である。
た。
11167 塗り薬を取ろうとして倒れた。
左の不全麻痺．眠剤の内服
ナースコールの指導．頻回の巡視
土曜日の朝２４時間輸液の流量を誤って設定してしまう。１６時のチェックを怠りました。 翌日の マニュアルには１６時に受け持ち看護師がチェックする事になっているのにしなかった。 準夜・深 各勤務ごとに点滴の時間滴下・流量チェックを必ず実施するようにする。
11168 深夜勤務の方が尿量が少ない、滴下数も半分になっていたと報告があり自分の ミスに気づい
夜もチェックする必要あり。
た。
土曜日は点滴を処方箋通り行った。その後カルテ整理をしているとカルテの後ろの注射処方箋の 申し送りが不十分であった。 指示を受けた看護師が伝票や点滴の処理を確実に行っていなかっ 指示を受けた看護師が確実に伝票を新しいものにかえる。 カルテ整理を行い間違いを早期に発
11169 控えに医師の字で点滴が削除されていた。医師指示書を確認すると金曜日で点滴終了となってい た。 新しい伝票が差し替えられていなかった。
見できるようにする。
た。オーダー上も点滴を終了となっていた。
凍結血漿の指示が６単位であり、夜勤勤務者から継続で行っていたが伝票に２単位分残っていた 申し送りの不十分。指示の確認が出来ていない。
確実な申し送りと、指示確認の方法の徹底。
11170
為、思い込みで８単位投与してしまった。
11171 凍結血漿投与の指示が出され、投与ライン部位の選択ミスにより、ライン閉塞を起こした。
指示受けの際、何処のラインから行くのかの確認が出来ていなかった。
医師からの指示受けを確実に行い、自己判断をなくす。
11172 投薬の単位誤り
・確認不十分
・ダブルチェック方法の再確認
投薬ボックスに1日分をセットし当日分のを朝から配薬している患者。当日分を持って行ったら、前 確認不足。
部屋の受け持ちは、患者が確実に内服しているか？確認する。
11173
日の朝の分の薬がボックスに残ったままになっていた。
11174 投薬指示があったが滴下し忘れた。
指示箋の見落としによる、準備、与薬の未実施 患者管理の不備
患者状況の把握に努めるとともに指示等の確認作業を徹底する。
投薬指示の投与時間間違い。
薬剤名だけ確認し、時間を十分チェックせず、思い込みでおこなった。
薬剤名だけでなく、時間も確実にチェックを行う。
時間薬であるという意識をもつ。 患児の病態、
11175
病状を理解して内服薬を投薬する。
11176 投薬準備中処方箋上の飲み方と、薬袋の表示が違うのに気付き 薬局に訂正を依頼した。
薬局でコンピューター入力時に誤って入力をした。
薬受け取りの時、確認を必ず行う。
投薬袋に用法を記載する時、１日３回の内服薬を、１日２回服用と記載した。すぐに間違いに気付 思い込みによる間違い。 確認不足。
慣れた仕事ほどしっかり確認を励行する様に。
11177
き回収訂正した。患者さんへの実害はなかった。
11178 投薬箱に過剰予薬されていて事前に気付く
内服の把握 連携不足
確認作業を確実に行う
投薬薬剤の間違い 二種類の薬がいつもの置き場所を入れ替わっていた為に起こった間違い
普段の習慣にたより十分な確認をしなかった。薬剤の置き場所の問題及び不注意
確認の確実な実施
11179
患者さんが気付く 特に問題は起こっていない。
投薬量が変更となったのに計算をせず、そのまま投与してしまい、高血糖になる可能性が十分
他のことに気を取られていたことと、思い込みにより観察が不十分であった。
投薬量の再確認と注射箋との照らし合わせをする。
11180
あった。
11181 投与日前日に患者様の手元にわたり勘違いして内服してしまった
支持票の確認不足
確認する際２人で支持票をみて、薬袋を確認し患者様に説明する
11182 東病棟玄関で他職員が発見
見守り不足
顔写真を各病棟に配布して注意を呼びかける。瀕回の訪室
当院から出した検体に検査委託会社でバーコードを貼る時、A氏とB氏を間違えた。
通常、血液の量が多ければバーコードは作らないが、２人の検体が少なかったため作成したが、 「ラベルを貼るとき、１人で行わず２人で確認する」との回答有
11183
貼るとき確認ができていなかった
当院での心臓カテーテル後の圧迫法は２重に行っているが、テープ固定後バンドで固定するのを 病態と治療内容の把握が不十分で、ルーティン・思い込み業務になっていた。
一人一人の患者の状態把握を確実に行い、予測・ケア・業務に当たる。
11184
忘れて病棟へ帰室させた。
当院での白内障の手術患者においては必ず、ダイアモックス１．５ＴアスパラＫ３Ｔが１日分処方さ 眼科の処方であり、白内障手術時の約束処方と勝手に思いこんだことが原因である。
調剤者と監査者の２人がみのがしており、声だし指さし確認の徹底を行う。
れるため、この患者様でも同様という思いこみがあり、３日分の調剤しなければいけない所を１日
11185 分しか調剤しなかった。又監査者も同様の思いこみで監査して誤りが見つけられずに病棟に不足
のまま上がってしまった。 この患者様は緑内障の処方として上記の薬剤が３日分処方されていた
のである。
当院では、外来患者のカルテ出しをする際に、あらかじめ患者のＩＤ、名前、生年月日などをエンボ ・複数名のカルテ出しの作業を同時に行っていたこと。 ・外来にて処方する際に医師が処方箋の ・確認の徹底 ・同時に複数名のカルテの準備をしない
スした処方箋をカルテにはさんで出すが、カルテに違う患者の処方箋をはさんで外来に回してしま 名前の確認を怠ったこと。
11186 い、外来でも気づかずに処方されてしまった。 薬局で薬歴を確認した際に、普段一包化していな
い患者に一包化の指示が出ていたので、確認したところ、処方箋のエンボス間違いであることが
判明。
当院で初めて臍帯血移植を行った患者。 患者の血液型はＯ型、ドナーの血液型はＡ型であるた 情報伝達の問題点
主治医は輸血部へ移植情報を確実に伝達する。 主治医は血液製剤申込書に確実に必要事項
め、移植後の血液製剤：ＭＡＰはＯ、血小板やＦＦＰはＡかＡＢとなる。
移植１日目の製剤申込書
を記載する。
11187
に指示がなかったためＯ型の血小板を輸血した。（１日目のため影響なし） 移植３日目にも同様
の血小板を出したが、輸血部長が気付き事故は未然に防がれた。
当院のガーゼカウントマニュアルでは、手術中のガーゼは手術部屋からは、絶対に持ち出さない ガーゼが室外に出たことを、報告する。という認識があったようだが、マニュアルでは、持ち出さな ・ガーゼカウントの再認識・学習を指導した。 ・手術室全体での合同カンファレンスでの、事例の
という規約になっている。しかし、今回の事例で検体を病理室へ提出時、ガーゼを検体に付けたま い規約になっているので、ガーゼカウントについての認識間違いと考える。
共有を行なった。
ま持ち出してしまった。手術終了のガーゼカウント時、ガーゼのカウントが合わないことで、昼休み
11188
休憩時の交替時の病理室への提出時に持ち出したのではないか。と指摘され、病理室で確認を
行なったらガーゼが一枚発見された。それで、ガーゼカウントオーケーとなった。閉胸を待つことに
なった。
当院の系列病院より臨時透析に来ていた患者さんのＤＷ変更が出来ておらず、古い情報のまま 情報の伝達・連携の問題
分院からの情報はサマリーに記載されていたが、受けた側が 見 患者さんへの確認をする事とサマリーの添付について検討中
11189 開始し終了時に発見された。患者さんは72ｋｇで設定されるところ71.5kgで設定されていたため引 抜かっていた
きすぎていた。
当院の約束事項として、患者が抗凝固剤を服用している場合は、ポリープ切除は行わないことに 内視鏡施行医は施行前に電子カルテ情報の確認行為。入院患者であり、病棟看護師は情報確 内視鏡施行医と検査看護師は連携して電子カルテの情報を確認する。病棟看護師は検査看護師
なっている。電子カルテの薬剤情報に抗凝固剤を服用している情報が入力されていたにもかかわ 認して検査看護師に伝達行為。検査看護師は施行医師との連携で電子カルテの情報確認。
に患者情報を申し送る。
11190
らず、未確認のまま、ポリープ切除を行った。術後出血の継続確認を行い、問題発生なく退院し
た。
当院を退院後、転院する患者様。退院時、転院先に持っていく医師・看護師宛ての手紙やレントゲ 転院先で内服薬が処方されると思ったので、当院からの処方はないと思い、退院時の薬が置いて 内服薬の有る無しに関わらず、退院時はひとつひとつ持って帰ってもらうものがあるか確認をす
11191 ンのフィルムを確認し家族に渡した。またカレンダーにセットされていた残りの内服薬をまとめて袋 ある場所を確認しなかった。
る。
に入れ、それも家族に渡した。勤務が終了する時に退院時処方を渡し忘れたことに気付いた。
当院検査室では予約検査以外の当日受付検体は、マークした申し込み用紙をO M Rで読み取り、 １、バーコードラベルに記入された名前がカタカナであること。 ２、同姓同名の患者が入院し、検 １、受付後、出力したバーコードラベルを貼り付ける際は名前、所属を確認する。 ２、同一日に同
バーコードラベルを出力し検体に貼り付け、分析するシステムを導入している。 ２日午前１０時 体が同時に提出される可能性があること。 ３、複数の技師が検体受付する際には、同じ名前の 姓同名の患者が受付された場合、チェック出来るようにシステムで改善出来ないか。 ３、医師の
頃、本館、新館の生化学やC B Cなどの検体が一斉に提出され受付を行なった。 上記各病棟に バーコードラベルが出力されていることに、気付かない場合があること。
協力で予約検査を増やし、当日受付の割合を減少させる。 ４、検体測定後、前回値のチェックは
Ａ様という同姓同名の患者様が入院されており、本館のＡ様はC B Cのみ、新館のＡ様はC B Cと
システムでコントロールされているが、大きな乖離がある場合はベッドサイドに連絡し、病状を聞き
生化学検査の依頼があった。受付しバーコードラベルを貼り付ける際、２者のC B Cに互いに違う
検体の取替えをお願いする。
バーコードラベルを貼ってしまった。C B Cを測定すると本館のＡ様の白血球数は16900/μｌ、新館
11192 のＡ様の白血球数は1100/μｌであった。２検体を測定した時間は明らかではないが、それぞれ前
回値チェックを行い再検した。その際、名前は確認したが患者様のI D ナンバー、病棟まで確認せ
ず、誤ったデータをウエーブ検査データ閲覧システムに転送した。 本館のＡ様は白血球数増加
のため、翌日、リニアックが予定されていた。３日、リニアック直前再度C B Cの依頼があり、測定
結果では白血球数が1200/μｌで、昨日のデータと異なり２日のC B C検体の取り違えが判明し、リ
ニアックは中止になった。 また、新館のＡ様は白血球が減少していたため、I C Uに移されたが後
日、新館に転棟された。
当該患者さんへの配薬時、別の患者の内服薬の袋が混じっていていっしょに配薬してしまった。患 配薬時１袋ずつ確認して渡すルールの不徹底。
１患者１トレーの検討
11193
者本人の指摘により発覚。
431

具体的内容
当該患者のケア中に食事が配膳されてしまったため、そのまま食事をセットしてしまった。そのた
11194
め昼に行うべき血糖検査を行わなかった。
当該患者は、青魚禁止の方であるが間違ってサバの味噌煮をつけてしまった。

背景・要因
患者状態、作業手順の認識不足。人手不足(リリーフ)であったため適切な申送りがされていな
かった。
厨房全体での確認の甘さに起因するインシデントと考えられる。

改善策
申し送り時の正確に指示出し。患者管理、確認作業の徹底。

本人の改善策：青魚ダメ、サバダメの方を合わせて10名弱いるが、数の確認を行った時に青魚ダ
メの方しか数えなかった為、見落してしまった。所属長の改善策：数を数えた人、食札を確認した
人、作る人、盛りつける人全員の確認が甘かった。一つ一つ正確に行うことを心がける。
当該患者は個室でベット上端座位で食事をしていた。職員は介助の必要な患者の食事介助や下 日頃、どのような場合でもＮＳコールを押してきた患者であり、食事中または食後に何か一過性の 個室でドアを閉めているため、訪室回数、またはドア越しの安否確認を頻回に行う。 端座位での
膳・与薬をしており、当該患者は自室に１人であった。「隣の病室から『痛い』と叫ぶ声が聞こえて 意識障害があったのではないかと思われる。 個室のため、ＮＳコールがないとなかなか訪室しな 食事から長座位、四点柵の使用に変更する。
11196 きて見に行くと倒れていました」との報告を他患者の家族より受け、病室へ訪室するとベットの足 い時間を取れない現状が一因。
側の床に仰向けで転倒していた。職員２名でベットに移す。意識あり、話も出来るがつじつまがあ
わず。また、どのような状況で転倒したか、なにをしようとしていたかは覚えていない様子。
当該患者は婦人科手術前の糖尿病管理目的入院であった。４日、入院時の指示に、糖尿病食１４ 入院予約時に治療食がオーダされていると思い込んでいた。入院時、指示の食事がオーダされて 指示を受ける際は確実に受け、推測で業務を遂行しない。また、確認を徹底する。治療食が予め
００キロカロリーとあったが、指示を受けた助産師は当然入院予約時に入力されているものと思い いるか確認しなかった。糖尿病、肥満で管理目的入院であるにもかかわらず、入院予約時、医師 予定されている場合は入院予約時に入力しておくよう医師に申し入れた。
11197 込んだ。間違いなくオーダ入力されているかをオーダ画面で確認する事を怠った。１０日、患者の は常食をオーダしていた。勤務員が少なく多くの業務を抱えて多忙であった。
希望で牛乳をジョアへ変更しようと食事オーダ画面を見て、常食のままになっている事に気がつい
た。患者に大きな影響はなかったが、食事療法が遅れた。
当該患者への点眼の指示があり、薬品名をよく確認していなかったため、別の薬を投薬してしまっ 指示箋の見落とし。カルテ表記方法に不備
メモの使用については、一定の基準を定め、誤認のないように周知する。確認の徹底を指示
11198
た。患者にはアレルギー症状等はなく、経過観察とした。
当該利用者をおこしたあと他利用者のオムツ交換をしているときゴトンという音で後ろを向くと当該 寝かぶった状態で前のめりになっていた為に転落した原因だと思われる あと座位保持が出きて フツトレスの工夫 移乗は二人介助とし両肢位の保持に努める クツシヨンの工夫 下肢拘縮強
利用者が 前のめりに転落され 前額部を強打した 右前額４、５センチ 腫脹ありバイタル レ いなかった為だと思う
い為リハビリの検討をドクターへ相談
11199
ベル変化なし その後当直医に報告し診察にてクーリング バイタル測定にて要観察の指示あり
七時四十分 バイタル特に変わりなし 腫脹かわらず
当該利用者を起こしに行くとベット上で体を斜めにして臥床されていて両下腿がベットから左側に 左側のベッド柵が一つしかされていなかった。 臥床時はよく動かれる為居室を巡廻し、状態把
臥床して頂く際、ベット柵の確認、体の位置 臥床されている際は居室を巡廻し状態把握、観察を
11200
落ちている所を発見する。 左側の下腿の方の柵がされていなかった。 転落の危険性あり。
握、観察すべきだった。
行う。
当患者がリハビリから帰室後、車椅子乗車した患者を見たところ、患者の下肢に皮膚剥離あり、 患者はベッドではなく床上にマットレスを敷いた状態で生活しており、車椅子移乗時は患者を持ち 当患者の車椅子移乗時は必ず二人で介助する。また、移乗後患者の全体を必ず確認する。
出血もあったが乾燥していた。イソジン消毒しゲンテラ塗布、ガーゼ保護する。リハビリ前の車椅 上げなければならない。比較的体重が軽い為、事故時十分安全を確認せず1人で移乗介助をした
11201
子移乗時に車椅子のフットレスト等でこすったと考えられる。
ことが原因である。また、乗車後患者の全体を観察しなかったことも発見が遅れた原因である。
11195

当患者とは別の部屋での検温時、廊下よりゴンという音が聞こえ、廊下に出ると、身障者トイレの
前の廊下に仰向けの状態で倒れていた。右の下顎をさすっており、問うとそこを打ったという。切
傷ないが、やや発赤あり、右第４指に擦過傷あり。廊下の照明は点灯し、床は濡れておらず、障害
物もなかった。車椅子に乗せて病室まで戻り、再度外傷を確認したが、異常は認められなかった。
11202 病室は、ナースステーション前の観察部屋で、４人部屋である。

当患者は、病状進行に伴い腹水貯留、貧血、食事摂取量の減少のため、倦怠感強く、歩行時の
ふらつきが見られていた。ナースコールの説明は、何度となく行ってきたが、自ら呼ぶことはなく、
柵を乗り越えようとしたり、部屋の入り口に来たところで看護師に発見されることがたびたびあっ
た。簡単な会話は出来るが、つじつまが合わないことや、意味不明の内容になるなど、理解力低
下もあった。また、疼痛コントロールのために、オキシコンチン（１０mg）を２０mg２×で８時・２０時
に内服しており、当日は、３：５５にオプソ１０mgも頓用で内服していた。水腎症あり、両側にＤーＪ
カテーテル挿入、膀胱刺激症状のためかなり頻尿で、フォーリカテーテルも一時挿入したが、違和
感強く、抜去となった。その日も１０分から１５分毎に尿意があるが、ナースコールしないまま歩き
出す状態で、ベッドサイドでの排尿は強く拒否されていた。朝の検温を開始した直後であった。
当患者に「３８℃以上時、咽頭培養、発熱と頭痛強くある時、ロキソニン１Ｔ、マーズレンＳ１包」とい 当日、普段より、出勤時間が１０分から１５分ほど遅かった。 当日、点滴の準備をしなければなら
う指示が出ていた。 ９日、１３：３０、Ｔ３８．２℃の発熱があった。朝の情報収集時に、当事者は指 ないことにも気を取られ、情報収集時、焦りがあった。そのため、自分が持ち歩く記録表に「３８℃
示を見た際、ベッドサイドに持っていく記録表（仮熱型板）に「３８℃以上培養」とだけ書いていた。 以上培養」としか、書かなかったこと。 又、再度、指示を確認する余裕がなかったこと。 午後に
咽頭培養をしなければならなかったのに、血液培養と思いこんでしまい、血液培養を行った。 そ 他の検査の準備があったため、更に、あせっていた。 血液培養と思いこんでいたので、主治医の
11203 の後、主治医が来棟していたため、血液培養の伝票を書いてもらうよう依頼すると、主治医より、 言葉に対し、疑問を持てなかった。
「３８℃以上で咽頭培養を取って欲しかったんだけど・・・血液でいいです。」とコメントがあった。し
かし、当事者は血液培養が必要と思いこんでいたため、その際も、咽頭培養も採取した方が良
かったのかと思うにとどまり、再度、確認をしなかった。 １０日の深夜勤務時の情報収集で、指示
が咽頭培養であったことに気がついた。
当患者には側鼻切開術が行われた。その際、持続点滴の側管より、ディブカテーテルが接続され ディブカテーテルを見るのは初めての経験であるにもかかわらず、知識のないまま関わってしまっ
たとｏｐ場より申し送りを受けた。OP迎えにあたって下さった看護師も麻酔医よりディブカテーテル たうえ、知識のないまま申し送ってしまっていた。ＯＰ場より側管から接続されていると申し送りを
について指示を受け、その指示を私に申し送って下さった際、「 腰から入っている」と聞きそのま 受けたが、その後で「腰部から」ということを聞きそのまま、思い込んでしまった。また、２１時に側
11204 ま側管ではなく腰部から接続されているものと思いこみ、深夜の看護師にその内容を申し送った 管より抗生剤、止血剤を投与する際に三方活栓がどの方向を向いているのかきちんと観察しない
が、カテーテルは側管から接続されており、三方活栓も閉じたままであった。患者には麻酔薬が投 まま、投与してしまうという基本的な手技も正しく行えていなかった事によって発見が遅れたと考え
与されていない状況であると翌日９時３０分に同職種者によって発見されることとなった。当患者に られる。
は麻酔薬は投与されていない状態であったが、疼痛を訴えられることはなかった。
当患者に塩酸モルヒネと生理食塩水を混入したものを使用しており、更新の準備をしていた。準備 麻薬のアンプル全てを返納するのは理解していた。準備中ナースコール対応をしたため、作業が
後麻薬を箱に戻す際、ナースコールがあり、一旦その場を離れた。その後ナースステーションにも 中断し返納する意識が薄れてしまい、無意識に通常のアンプルと同様に破棄してしまった。
11205
どり、麻薬のアンプルの本体だけを箱に戻し、カット部を捨ててしまい。後日他ナースがカット部が
無いのに気付いた。カット部は、捨てられた場所にまだあった為戻して返納を行った。
当患者に補液（ソルデム）の指示がでており、２２時から６時間で投与と注射ワークシートに記され まず、指示が重複していたことから、医師の指示にも問題があるが、最終的には、指示を受ける
ていたため２２時から翌日の４時までに滴下を合わせていった。日付が変わり深夜看護師の注射 際に前後の点滴指示の確認をし、指示が出された段階で重複を確認し、医師に確認を取ることが
11206 ワークシートには２時にソルデム更新と指示が打ち出されていた。つまり、２時から４時までの間、 できていなかったことと、実際に点滴を施行した自分自身も、注射ワークシートのみならず、カルテ
準夜更新のものと深夜更新のものの指示がが重複していた。
で、特に日付が変わる際の点滴の指示変更がないかどうかを十分確認することができていなかっ
たと考える。
当患者の内服薬は１回分与薬で看護師で管理していた。前月３０日の深夜勤務で朝の内服薬を 前月２６日処方のプレドニンを処方箋と照合した看護師は、患者個々の与薬ＢＯＸに入れたと思う
準備していると、プレドニン８Ｔ１×の薬袋が患者の与薬ＢＯＸに入っていた。当患者はプレドニン２ との返答。 前月２９日のプレドニン８Ｔ１×の処方を処方箋と照合した看護師は反対のチームで
Ｔ１×で継続中であり、処方録によると、その処方は当月２日まであるはずであった。内服量が多 あり、その日はフリー看護師であった。前回処方のプレドニンの薬袋はないと確認しているが、処
いと思ったので、カルテを確認した。プレドニン８Ｔ１×はちりょうのためであり、当月１日から４日の 方が切れていたのだろうという判断だけで、カルテで確認しないまま、患者の与薬ＢＯＸに入れ込
内服分であった。本来継続中の前月２６日の前回処方の薬袋がなくなっていた。他にも看護師管 んでしまっている。 化学療法とそれに伴うプレドニン内服の処方は前月２９日の準夜で出された
11207 理の内服薬があったので、他の患者の与薬ＢＯＸに混入していないか探したが見つからなかった。 指示であるが、翌日の指示受けでよいというシグナルが立っていた。しかし、内服薬は当日の準
結局、前月３０日からの分はストックから２Ｔ１×で与薬し、当月１日からの分は指示どおり与薬で や勤務で届いており、指示受けを複雑にしている。 患者へ前月２７日から２９日までのプレドニン
きた。
の内服状況を確認した「看護師さんがもってきたのしか飲まないよ。」と訴え、患者の手元へプレド
ニンが配薬されたかどうか確実性がない。 前月２７日から２９日の朝のプレドニン与薬に関与し
た深夜看護師に確認したが、看護師管理下の患者が多く、プレドニンの有無については、確証で
きないと答えている。
当患者の内服薬は全て、看護師管理とし、１日分与薬にしていた。 １８日から２２日まで治療のた プレドニンはきちんと７錠と３錠に分けられていた。 患者に確認すると、「飲んでるやろう」との返
め、プレドニン５０mg内服の指示があり、１８日より、朝７錠、昼３錠内服していた。２２日まででプレ 答であり、確実に内服できたかは確認できていない。 プレドニンは昼に与薬する指示量の３錠が
11208
ドニンの内服は終了であったが、２２日の深夜で配薬していると、２２日で終了するはずのプレドニ 余っていたと推測される。
ンが３錠余っていた。
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・移動は必ず車椅子を利用する。 ・夜勤看護師同士で連携し、常に目を離さない状況にしておく。
車椅子に乗せた状態で、看護師の目の届く所に居てもらう。 ・家族へ相談し、可能であれば夜間
の付き添いを依頼する。 ・離床センサーマットの利用。

準夜でも発熱があり、その時点では血液培養を実施している。（準夜看護師から当事者へも指示
の受け間違いを指摘している。） １０日、１０時、主治医へ報告。主治医より「血液培養もあった方
が良いのでいいです。分かりました」とコメントがあった。 時間に余裕を持って、出勤し、情報収集
や点滴準備に充分時間をとれるようにする。 指示を書き写す際も、声に出して読み、確認をする
などの配慮が必要。又、簡略化せず、正確に記入する。 指示の確認を再度するような心理的余
裕が必要だった。 指示や情報の確認は、必ず、カルテにて確認することを当事者に指導。

知識がないまま関わるのではなく、先輩に聞くか調べるかなどして、あたるべきであった。申し送り
を受けた後すぐに、きちんと投与されているか、ルートの観察を的確に実施すべきであった。また、
OP場の看護師に申し送られた内容と、OP迎えに行った看護師の話す内容とが異なるものである
とすぐに気付くべきであった。

一つの作業が終了するまでは、他のことを併行して行わない、また、やむを得ず作業が中断した
場合は行っていた作業を最初から振り返るようにする。
上記の確認をしていく。

ゴミ箱や他の患者の薬箱、また、自己管理をしている患者の薬箱も探してみたが前月２６日のプレ
ドニンの処方薬袋は見つからなかった。 前月２７日から２９日まで担当した各深夜看護師にプレド
ニンを与薬したか、薬袋があったかどうか確認した。 プレドニンが薬剤部から届いた時点で、与
薬ＢＯＸに入れる時点で、それまでの薬袋はないのか、いつから内服するものであるか、カルテを
確認してから入れることの徹底。 患者自身の薬に対する認識を高めるためにも看護師管理の患
者にも服薬指導を計画する。 熱型表の色塗りは対応した勤務帯で実施することで、与薬したとい
う意識付けをする。 内服薬看護師管理について（薬袋数を減らす、誤薬予防の方法など）につい
て病棟相談会で検討する。

主治医へ状況を報告、残り３錠は翌朝２３日に内服との指示が出る。 プレドニンがきちんと日数
分あるか、配薬する毎にきちんと確認する。 （特に、与薬日付が決まっている分は与薬後の残薬
数の確認が必要。 服薬指導を行い、内服薬に対する知識を持ってもらう。→内服薬を自己管理
できるか患者の状況をアセスメントしながら、患者管理とする。
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具体的内容
背景・要因
改善策
当患者は車椅子にて食事摂取しており、当日も朝食後しばらく車椅子に座っていたが、担当看護 患者の意識レベルは1-1レベルであり、また麻痺があることを認識できていなかった為、車椅子乗 転倒の危険がある場合は、車椅子乗車時必ず見守るか、必要であれば同意の上で抑制を使用し
師が病室を離れた間に車椅子から転倒しているところを他チームのスタッフが発見する。外傷な 車時は見守りが必要であるというアセスメントができていなかったことが、転倒につながったと考え ていく。
く、バイタル異常なし。当患者に聞くと同室患者の柵が落ちていてそれを拾おうとしたら転倒した られる。
と。実際には同室患者の柵は落ちていなかった。
当患者は本日入院の方であった。１９時半妻が見えているのを確認後、病室に見えなかったが二 患者に外出時の説明がされていなかったことや、患者がいないと分かっていながら、特に急変が 入院治療の必要性を再度説明した。また今後外出の希望があるときは看護師に伝えるよう説明し
人で食堂に出もいるのだろうと思い込んでいた。消灯（２１時）前にも病室に見えなかったが、まだ 予想されるような患者では無かった為、確認せず妻と食堂にいるだろうと思い込んだまま捜索しな た。患者がいないとわかった時点でどこにいるのか把握すべきであった。
妻といるのだろうと捜索しなかった。２１時過ぎ本人から電話が入り、外出されていたことに気付く。 かったことによって許可無く外出され、その発見も遅れてしまった。
許可のない外出であり、すぐに戻るよう伝え、主治医と当直師長さんに報告する。当患者は２２時
２０分戻られ、「外出の許可がいるとは知らなかった。」と話す。外出中は特に身体上の変化は無
かったとのこと。
当事者が、３０日１０時に貼用交換のデュロテップパッチ７．５ｍｇ（５ｍｇ＋２．５ｍｇ）を交換してい ・朝の業務確認中に、処置内容を見落としていた。（処置の確認不足）また、業務終了後の自分の ・情報収集時、指示・カーデックスを良く確認するよう指導。また、業務終了時も自分の処置板や
ないことに、３１日０：３０カーデックス確認中に気づいた。すぐにデュロテップパッチを交換した。患 処置板やカーデックスでの処置確認を怠っていた。 ・寝当事者の不足、体調不良などがあった。 カーデックスで処置が済んでいるか確認することを徹底するよう指導。 ・時間的内服・貼用剤は
者は意識レベルが低下しており、交換時間が１４．５時間遅くなったが、影響はないと考えた。
必ずメモを取り、チェックし実施すると言う基本を徹底する。
当事者が３時３０分訪室時入眠していた。４時ごろ音がして病室を訪室すると患者がベッドの足元 ベッド柵を転倒防止の為４本つけていた。患者の尿意ひっ迫の対策を立てていなかった。
尿意があるとき必ずコールを押すように指導する。ポータブルを設置している足元のベッド柵をは
で床に座り込んでいた。患者は尿意切迫した為、急いでポータブルまで降りようとしたら、左足がフ
ずし、患者に指導しておく。離床報知器を利用する。
トンにひっかかり床に座り込んでしまったと訴える。転倒後右臀部痛が軽度あった。
当事者が朝の抗生剤点滴ユナシン３．０ｇ（１．５ｇ２Ｖ）のところ、１．５ｇしか混入せず投与してし
・伝票の確認不足。（マニュアルを遵守しなかった） ・オーダリングの伝票（書式）に慣れていな
・伝票の注意すべき場所に、赤でチェックする。 ・指示を受ける際も、間違い易いところにも赤線
まった。昼、遅出業務看護師が、夕の分の点滴の確認をしていたところ、１バイアル多いことに気 かった。 ・注射準備終了後、残量を確認していなかった。 ・多忙で、他の処置に気をとられてい を引き、分かり易くする。 ・注射準備の際は、使った後の残も確認することを徹底するよう指導。
づく。主治医に報告し、当日は合計４．５ｇでいいとの指示を受けた。ＡＭＩ患者であり、腎機能を見 た。 ・ＡＭＩ患者の抗生剤使用に対する知識不足。
ながらの抗生剤投与で、３．０ｇ×２は多い量ではなく、また高齢者・症状安静等での感染予防を
考えた投与であった。バイタルサインなどには問題なかった。影響はなかったと考えた。
当事者が夜間の巡視のために、廊下へ出たとき、後方よりドスンというナースステーションまで聞 当患者は、貧血（ヘモグロビン９．０）や、栄養状態不良（総蛋白５．７）があり、倦怠感が強かった。 ・患者自身が、転倒の危険性が高いことを理解し、注意ができるように意識付けができるまで、十
こえるほどの大きな物音があった。振り向くと、自室の前の廊下に、左側臥位で左肘をついている 以前にもトイレ歩行時に転倒した既往があり、尿器使用を促した直後は使用したが、再度トイレま 分に説明を行う。 ・家族にも、転倒の危険について、理解してもらえるように説明し、家族からも
状態であった。当事者が駆け寄る間にも、起きあがろうと、状態をおこしかけたが、起立できずに での歩行を行うようになっていた。「歩くのはもう大丈夫。トイレに行っている。」と話し、説明しても 働きかけてもらうよう、協力を得る。 ・夜間の排尿時刻を把握できるまでは細やかな観察を行い、
前方へ倒れ、両肘をついた腹臥位となった。当事者と他の看護師１名で、両脇を抱えて立たせ、 尿器は使用しなかった。６人部屋の中央ベッドであったため、廊下側に移動していたが、ナースス その時刻の訪室を計画し、実施する。 ・トイレに近い部屋への移室。 ・離床センサーマットの使
自室の前だったので、介助で歩いて帰室した。意識は明瞭、瞳孔の左右差なく、左上唇に切傷あ テーションからは遠く、容易に行動を把握できなかった。排尿パターンの把握まではできていな
用。
るが、「頭は打ってない。」といい、頭部には腫瘤や腫脹はなかった。「トイレから帰ったところやっ かった。
た。気分が悪かったのではなく、足がもつれた。」と言う。廊下は暗かったが、床は濡れてなかっ
た。眠剤の内服はしていない。
当事者の看護師は２ヶ月の長期研修明けで勤務していた。 以前はヒューマリンＮを使用していた ・当事者の看護師がヒューマリン3/7の存在を知らなかった。 ・口頭での申し送りに頼り、カルテ ・確認の徹底 ・情報の共有 ・スタッフの意識改革
患者だったので、ヒューマリンＮを注射器に吸ったあと、他のスタッフに「ヒューマリンＮですか？」と などで情報を確認しなかった。
確認したところ、今は3/7を使っている、との返事が返ってきた。確認しなかったら、そのままＮを投
与していた。 ２ヶ月前には、ヒューマリン3/7を採用しておらず、院内には、ヒューマリンＮとＲのみ
しかおいてなかった。
当事者は１４日の１６時に指示を受けた際にインシュリンの変更とＧａシンチ申し込み、採血の指示 当事者は自分が施行する昼の分のインシュリンの量の確認しか行わなかったこと。指示録を見る 指示を見るときは、注意深く見ること。各勤務で指示を見直すようになっているため、指示録とカー
が出ていたが、インシュリンの指示を見落とし、指示受けを漏らしていた。１４日の朝のインシュリ ときの注意不足。
デックスを見直すことの徹底・継続。インシュリンの指示量が変わるときは、医師から患者へ説明
ン施行時、患者が深夜フリー看護師に「先生がインシュリンを減らすと言っていた」という。深夜フ
をしてもらう。
リー看護師が確認すると、１４日の指示録に（ヒューマログ朝１８Ｅ、昼１０Ｅ、夕１２Ｅ、眠前ランタス
１２Ｅ）を（朝１４Ｅ、昼１０Ｅ、夕１０Ｅ、眠前１２Ｅ）へ変更するように指示が出ていた。居合わせた主
治医に確認すると、１４日の朝のインシュリンより変更と指示があり、１４日の深夜フリー看護師は
１４日の朝の分は１４Ｅを皮下注射した。赤棒のシグナルが立ててあったので、そのまま日勤担当
者に指示を受けてもらおうと、深夜看護師は判断した。指示が出ている事については、口頭では
引き継がなかった。その後、１４日の昼から１５日分までのインシュリンは変更されないまま、施行
された。１５日（２１：００）ＢＳ５１mg/dl、（２１：４０）ＢＳ７７mg/dlとなり、主治医報告にて、ブドウ糖を
内服した。眠前のランタスはそのまま施行となった。１６日の深夜看護師が情報収集時に指示漏
れを発見した。そのまま、減量されず施行が続けば、さらなる低血糖を促進させる事が予測され
る。
当宿医師に上申し臀部の表皮ハクリ部分の消毒を行い様子観察する。
いつもストッパーをかけているということもあり確認せずに車イスに座ろうとした為転倒したと考え 今後ベッドサイドにおいてある車イスなど患者様がつかまることが出来る様にストッパーがかけら
られる。
れているか確認する。
当初、手術予定部位レベルL4/5での拡大開窓除圧術を行う筈が、術後のX-P上にてL3/4レベル 腰部脊椎管狭窄症の患者で理学所見上、L4/5が責任部位と考えられたが、手術室での棘突起 患者本人、その家族に対しての事実説明を十分に行った上、納得・理解して頂いたことで、再手術
であったことが判明した。（術後の翌日）
マーキングがL3上に入り、そこより下位へ数えて侵入するものの、元来脊椎の変形が強く、且つ に至った。改善策としては、このような変形性が強い症例においては「稀ではあるが椎間誤認の危
小柄で術中体位で腰部屈曲位とれず、伸長位だった為数え辛かったこと（術中透視使用、確認も 険性もある」ことを手術説明で行う。患者本人、家族への誠意ある対応を行う。
あり）実際に手術を行った箇所も確かに狭窄あったため、そのまま手術を進めたこと
当初の予定より手術時間が大幅に超過してしまっていた。困難な手術であった為だが、家族の待 ＩＣＵへの帰還を急ぐがあまり、周囲との情報伝達に遅れが生じた。
外科医、麻酔医、看護師との連携の強化、声だし確認を行う。
つＩＣＵへ患者を渡す場面であった。 手術台上にて患者様の背中をチェックする際、右側臥位とす
るが、主治医が体躯のみを保持した状況で右側臥位としたため、右大腿が台から落下してしまっ
た。右股関節脱臼等の負傷の危険がある。
当直の医師に電話し病棟まで来てもらい、診察して治療を行った。
自分の不注意で抜けてしまった。
目で確かめて注意する。
当直の看護師が夕方の投薬を準備する際に気がつき、医師に連絡した。
与薬の確認が不十分であった。
主治医に報告。無投薬でよいとの指示を受けた。患者の状態に変化なし。投薬について再度確認
することを徹底する。
当直の時間帯に気管カニューレが外れそうと呼ばれて訪床した。カニューレが実際に見たところ皮 確認が不十分であった。
カニューレ交換後合併症について熟知し一人の判断だけでなく上級医師に相談して判断する。
膚から浮いた感じであり、確認をしたが十分でなかったためか 気道が詰まりそうになっていたこと
が後でわかった。（カフは膨らんでおり引っ張っても抜けなかった・ＳＰＯ２は問題なかったなど）

当直の朝薬配薬時、他患者の薬を誤薬する。与薬したはずの人の薬が残り、誤薬に気付いた。他
患者の薬を内服した患者に影響はなかった。
当直医師に上申、診察。１４Ｆｒ３ｗａｙシリコンバルーン挿入、ワッサー３０ｃｃで固定。経管栄養開
11224
始。
当直医師より２０％アルブミンのオーダーがでた。患児に施注し、後日スタッフより同意書がないこ
11225 とを指摘さて気がついた。

保護室の患者の与薬を行い、ｶｳﾝﾀｰ前に数名の患者が与薬を待っている状況で早く与薬しないと 与薬の際は患者の顔を確認しフルネームで呼名する。薬袋の名前を確認する。
と気持ちが焦った。
レギンス着用していた為胃ろうチューブに手が届かないと思い、観察不足が考えられる。上肢の 胃ろうのカテーテルを患者様の手の届かない位置に固定する。上肢の動きが活発な為必要時上
動き活発の為抑制するべきだった。
肢抑制。
同意書が必要な薬剤に対する知識不足。 医師が処方する際に同意書の有無の確認を行わな 病棟に配布してある、そのような薬剤に対して同意書が必要であるか確認を行う。 委員会にてこ
かった。
のようなインシデントがあったことを報告し、病棟ごとでも再度同意書について確認を行うよう報告
を行う。 医師へ同意書の有無の確認を行ってから処方するよう指導する。（緊急時は除く。）
当直業務中に救急外来より感染症（HBs-Ag、Ab、HCV-Ab）の依頼を受け、迅速キットにより検査 事故発生の原因は注意力の散漫
検査当直業務は一人で行う為、報告前に先入観を捨てて、再確認を行うよう、徹底する。 医師や
を実施。 HBｓ-Ag、Abの判定を誤りHBs-Ag陰性を陽性、HBs-Ab陽性を陰性と逆の報告をしてい
看護師といった第三者に判定の確認をお願いする
11226
た。 翌日免疫検査担当者が確認試験を実施し記載ミスが判明。ただちに入院した病棟に電話、
ファックスによる連絡
当直時、システムダウン業務によりペーパー対応となっていた。検査結果手書き時に、白血球数１ 慣れていないシステムダウン業務のためか、緊張と焦りからか結果の再確認を怠ったためであ
記入時の再確認。
11227
２７００を２７００と記入ミスをした。
る。
11223
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具体的内容
当直時、感染症HCV抗体検査（クロマト法）で陰性と判定し救急科へ連絡した。患者様はその日入
11228 院となり、次日のルーチンで感染症の依頼が再度提出された。結果はHCV抗体54.5と陽性であっ
た。その結果の違いを２日後に医師より指摘を受けた。
当直時、交通外傷の患者を撮影したフイルムの一部が未現像で、そのカセッテが翌日ダブルで現
11229 像されてしまった。

背景・要因
改善策
24日と25日に提出された検体で再度確認したところ、やはり陽性であり医師に報告した蛍光灯が 明るい場所で確認、判定するまずは陰性と思い込みをしない判定後もしばらくは様子をみる報告
暗かったか？破棄する前にもう一度確認したかどうか？
前にもう一度見る破棄する前にもう一度見る

交通外傷の患者で血だらけで、カセッテに血が付いていたため看護師が血をふき取り、未現像の 最終確認ができていなかったためであり、今後十分注意すること。
まま片付け、撮影枚数も多かったので気付かなかった。また、多忙であり、フイルム枚数の確認を
せず、医師が写真を持ち去っていたため最終確認を実施していない。
当直時、施錠確認のラウンドをしていたら看室前のベランダに出るドアが施錠されていなかった。
鍵を開けた職員が確認せずにドアを閉めてしまった。また、カーテンを閉めるときにも施錠の確認 自分の行動に責任を持ち、ドアを開けた者が閉めるよう徹底する。
11230
しかし、カーテンは閉められていた。
がされていなかった。
当直時の処方で一人は散薬を調剤したため、自分一人で薬集め、監査まで実施し、ピドキサール
当直中のため一人で監査まで実施したため。監査時の確認が不足であった
当直中でも２人で、薬集め・監査と別の人が担当するよう実施する。
11231
錠４２錠が３２錠と１０錠不足であった。
当直時間帯の頭部CTにおいて、伝表の名前が実際の患者名と一字違っていた。IDカードがそも 確認不足
確認
11232
そも間違っていた。撮影前の確認で気づいたため、訂正し、救急外来へも報告した
当直時病棟助手より細菌検査用検体（咽頭ぬぐい綿棒）が検査部に届けられた事になっていた （要因）検体を提出する側と受ける側で確認ができておらず、双方が共に一方的であった。従って 検査部に検体提出用ノートを置き、提出された時の時間、人、検体名を記載してもらう。当直者は
が、実際には検体が残っておらず検査できなかった。一週間後Drより連絡があり事が発覚した。 本当に提出したのか、それとも受け取ったが紛失したのかが不明になってしまった。
ノートと検体を確認し冷蔵庫に保管する。
11233
病棟側は検体を提出したと云い、当直者（検査部）はその検体を目視的には確認しておらず結局
不明となってしまった。
当直中、臨時薬剤をセットしたが、当日分と翌日分を払い出すべきところ、当日分しか払い出しを ケアレスミス。錠剤の色に気を取られた。
処方画面確認を再度行う事。
11234
しなかった。翌日病棟ナースから指摘を受け、確認したところ払い出しを忘れた事に気づく。
11235 当直中の検査技師拘束者呼び出しの際、連絡がつくまでに３０分以上かかってしまった。
拘束者が携帯電話を身近に置いていなかったため。
自覚の問題であるが、ポケットベルを持つよう検討。
当直中の深夜でオーダリングシステムが中断しており、処方が手書きの為読み取りを誤って、ドラ
オーダリングシステムが中断しており、深夜で仮眠をとり起床時のため頭が働かなかった．手書き
手書きの処方箋にもオーダリングシステムと同様の過誤防止のルールを決めること。オーダリング
11236
イシロップの処方をシロップで調剤を実施したため。
の処方が読みづらかったため。
システムが中断した場合、調剤は不可とするよう取り決めを検討する
当直明け職員から、夜勤帯から公衆電話が通話不能になっている。電話内の小銭が満タンになっ 公衆電話内の小銭が満タンになってからの対応となっている。満タンになるとその都度施設課に 患者様の通信は、原則的に制限できないことを考えれば、通話不能にならないよう定期的に小銭
ているのではないかと報告を受けた。そのため施設課に依小銭を回収を依頼した。対応後、通話 依頼し、小銭を回収している。
の回収が必要である。
11237 が可能になった。その後、ある患者様が昨晩公衆電話に１００円玉を１０枚ぐらい詰め込んでし
まったとの話しを受ける。精神科の閉鎖病棟ではあるが、人権的観点から、通信・面会の自由が
守られるよう法で定められている。
当直明け職員から、夜勤帯から公衆電話が通話不能になっている。電話内の小銭が満タンになっ 公衆電話内の小銭が満タンになってからの対応となっている。満タンになるとその都度施設課に 患者様の通信は、原則的に制限できないことを考えれば、通話不能にならないよう定期的に小銭
ているのではないかと報告を受けた。そのため施設課に依小銭を回収を依頼した。対応後、通話 依頼し、小銭を回収している。
の回収が必要である。
11238 が可能になった。その後、ある患者様が昨晩公衆電話に１００円玉を１０枚ぐらい詰め込んでし
まったとの話しを受ける。精神科の閉鎖病棟ではあるが、人権的観点から、通信・面会の自由が
守られるよう法で定められている。
当日、胃瘻造設があり主科（脳外）と，消化器の指示書が別々になっていたが，消化器の指示書し ・当日胃瘻造設のパスしかないと思い込んでいた．・主科の指示書を日勤で確認しなかった．・注 ・各勤務帯で指示書は必ず確認する．・毎日やっていた点滴なので今日はないかと疑問を持つ．・
か確認しておらず，主科の指示 （グリセオ-ル，ヒルトニン4Ａｐ+生食100ｍｌ）の施行をし忘れた． 射処方箋が流れていなかつたので，注射薬がなかったので，今日は勝手にないと思い込んでい 指示が2ヶ所あるときは，わかりやすく印をつける・カ-デックスに必ず点滴の有無を記入する．必
11239
指摘を受けたのが準夜帯だった．
た．・当日深夜で翌日分の消化器の注伝も流し忘れていた．ここで気付けていれば当日分が流れ ず深夜で注伝を流さない時は一言書いておく
ていないことに気付いた．・カ-デックスに点滴の有無の記入がしていなかった．
当日、午前中ＣＶ抜去し高カロリー輸液から通常の輸液に指示変更されていた（返品伝票はま
返品伝票の確認不足。返品手順の周知不足。疑問を持ったときの確認不足。カルテを確認すると 【１】11時以後の指示変更の手順を統一する。（返品伝票正⇒返品ボックスへ、返品伝票副⇒病棟
だ）。14時主治医より「ミノマイ出したからね」という言葉と共に午前中の返品伝票と緊急伝票を受 いう意識の不足。危機意識が薄い。指示・指示受け・払い出しという行動が単品化し連携がない。 の注射伝票に綴り確認できるようにする）翌日分は、カートが上がってきてから返品ボックスへ
け取る。すでに高カロリー輸液は返品ボックスに落とされており、伝票だけを本日分と明日の分だ 言葉を使ってのコミュニケーションが少ない。
【２】返品伝票には返品という文字に赤丸をつけ１枚ずつ確認する。実施指示との区別を明確にす
と思い込み１枚ずつ確認しないで返品ボックスに入れた。抗生剤は現在バンコマイシンを使用中
る 【３】指示に疑問を持ったら必ずカルテで確認をする。それでも解決しなかったら医師に確認す
だったが、ミノマイの指示に２種併用するのかな？と疑問を抱いたがすでに医師はおられなかった
る。 【４】疑問点や分からないことは、複数のスタッフでディスカッションする。 【５】医師は伝票を
11240
ので確認しなかった。ミノマイを準備し、準夜にバンコマイシン・ミノマイ併用と申し送る。22時の抗
Ｎｓに渡す時内容や理由を言葉でも伝え十分に指示が伝わるようにする。 【６】返品手順など実
生剤実施後入力する際項目がなかった。中止かな？とも思ったが、明日Ｄｒに聞こうと思ったこと
際にやらせてみて評価する。院内統一した手順で行う。 【７】危機意識を高める為に、リスクマネ
と、調べようと思ったが業務に追われ忘れた。また、深夜にそのことを申し送ることも忘れた。翌日
ジメントの分析・対策検討に参加していただき疑問に思ったとき、どう考えどう動くかを協議し部署
日勤者も２種併用するの？と夜勤者に聞いたが、「併用です」と夜勤者から言われ点滴施行。入
に反映させる。
力の際項目がないのに気づきＤｒに報告して中止になっていることが分かった。
当日、透析後にセファメジン注の点滴指示が出されており、抗生剤テストの結果の確認のせず、 抗生剤テストが済んでいるものと勝手に思い込んでしまった。指示簿や抗生剤テストの結果を確 抗生剤点滴施行時は、必ずテスト実施しているかを確認すること。また、確認時、声に出して誰か
11241 与薬してしまった。後日、抗生剤テストが済んでいないことに他看護師が発見し、主治医報告。セ 認することを徹底していればおのミスはなかった。
と確認すること。以上を指導した。
ファメジンの抗生剤テストを実施した。患者には異常なかった。
当日、輸血予定であったため、９時３０分頃、病棟当番医が患者の右手背にルート確保し、生理食 点滴を確保した部位が自己抜去しやすい部位であった。固定が不十分であった。 患者の状態の 当事者へ指導。 新人看護師のＯＪＴプログラムの検討。 インシデント・アクシデントの経験を今
塩水をゆっくり滴下していた。患者は癌性疼痛のため麻薬を使用し、多動・不穏の状態であったた 把握が不十分で、患者の行動の予測ができなかった。 訪室の頻度が少なかった。 患者の状態 後の業務に活かす方法の検討。
11242 め、自然抜去の可能性を考慮し布絆創膏で固定した。１０時２０分に訪室すると、自己抜去してお アセスメントが十分にできない新人看護師のサポートの問題。
り、強度の疼痛を訴えていた。右手背は軽度内出血し、ベッド柵や手には乾燥した血液が付着し
ていた。
当日、夕食後、帰宅要求強く、じっくり話を聞いた後、再び自己にて歩行し出てこられ、ナースス
精神的に落ち着かず、看護師の声も届きにくい状況であった。精神症状に左右され行動をとって 患者の思いを適宜アセスメントし、現状を伝え、内服や精神療法を用いて、病棟でゆっくり休める
11243 テーションの前で転倒してしまう。外傷なし。バイタル安定。
しまっていた。 歩行は突進様で不安定であった。 患者の気持ちを予測して早めに観察に行くべ ような環境を作る。 こまやかな観察・声かけ。 歩行時は必ずつきそうことを伝えていく。
きであった。
当日「Ａ」という同姓の男（Bチーム）女（Aチーム）の二人の手術があり、手術迎えの電話で主治医 朝申し送りの際にも師長さんより手術患者の名前の確認には十分注意をするように話があり、自 同姓の患者様の時には十分注意が必要で、思い込みをしないよう意識して最後までしっかり名前
の先生から「Ａさんのお迎え御願いします」と言われ、自分のチームのＡさんと思い込み家人を連 分でも気にはかけていたが、最後自分の勤務終了間際で早くお迎えが呼ばれないかと言う思い を確認することを忘れないようにする。また、看護師・医師間の間でも名前を言う癖をつける必要
11244 れてお迎えに行ったが、その5分後別の看護師が男性のＡさんが呼ばれたと話しているのを聞き、 の為か、下の名前を確認せずに自分のチームの方だと思い込んでしまった。
があった。
さっき自分が受けた電話がＡ間違いだったことに気付いた。その後迎えに行った看護師も間違え
に気付き特に患者取り違えることなく行えた。
当日１９時眠剤内服時、水剤のリスパダール液を与薬し忘れており、翌日４時朝後薬のセット時に 夜勤前に、夕・眠剤共にセットしていた。他の業務の事も考えており、集中力にかけていた。 患者 内服薬セット時は、ゆとりをもち早めに取り組み、薬のみ集中して確認する。 特に水剤は忘れや
11245 気付く。患者はその日２回追加し、転倒防止の為両上肢固定し、入眠する。
に内服薬が追加になっていたことは情報として持っていたが意識が低かった。
すい為、声に出し、メモ等して注意を高める。 患者に内服変更があった時、一通り時間と内容と
確認するようにする。
当日21:00から翌日21:00までの点滴を始めは滴下あわせるが、そのまま点滴の残量は確認する 点滴を交換する時の確認不足。他の患者様は21-21のため、思い込みで他患と同じ滴下であわ 点滴交換時は必ず何時間でおとすものか確認する。その人の一日に入る量・尿量・どうしてその
11246 ことなく朝まで経過し、6:00には残量が300ML程度しかなくなってしまう。24時間で滴下するものを せていたのかもしれない。又、巡視の際に一度も残量は見ず、最終確認はAM6:00だったため確認 時間なのか病態等全体像を考えて看護していくことが必要である。
12時間の滴下数で落としてしまった。
が遅れた。
当日２名の採血予定患者様があった。前日にスッピツが２本用意されていた。１人はクロス、１人 患者確認不足
カルテで確認。ラベルと検査室から送られる採血指示書で確認。実施する前にスッピツと患者氏
は生化学の採血であったが、１人の患者様からクロスと生化学の採血をし、もう１人の患者様の採
名の確認。
11247
血はせず、採血間違いが生じた。クロスマ用採血の血液型違いがあると検査室より連絡を受けて
判明した。
当日に立位負荷試験があり、朝６時に行うはずであった採血ができなかった。回診Dｒに言われ､知 立位負荷試験の検査板が患者様の元にかけられていたが、日勤で行うものと思い込み、その検 まず、知らない検査内容は調べ、しっかり確認すべきであった。また、前日に患者様に検査内容、
り、９時に採血をした。
査内容も確認せず、そのままにしてしまった。また、その板に採血時間の記入がなく、前日に患者 採血時間をきちんと説明すべきであった。未提出であった検査箋に対しては、検査箋を引出しから
11248
様への説明が不十分であった。また、検査箋が引き出しに入れたままになっており、スピッツもつく 取り出す時に、残っていないかきちんと確認する必要があったと思う。
られていなかった。
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具体的内容
当日の20時の部屋回り時に患者の部屋に訪室したところ、患者はなかなか寝られないと看護師に
伝えていた｡患者は入院前から睡眠障害があり、エバミール(１)２T／ｖｄｓを内服していた｡23時の
巡視時には患者はよく寝ていたと報告を受ける。翌日の深夜の朝の部屋回り時に、患者から、エ
バミールを１６T飲んで寝たからふらふらするとの報告あり、すぐにバイタルを測定し、腎科Drに
Callし、過剰内服の旨を報告する。腎科Drより、バイタルに著変なかったため、とりあえず様子見と
いう指示を受ける。
当日のみ中止のジゴキシンを胃チューブより注入した。注入後指示を再確認し、当日のみ中止で
あったことに気付き、すぐに胃チューブから注射器で吸引した。主治医に報告し、指示にてミルクを
注入する。その後、状態に変化なかった。
当日の午前中に投薬予定の抗がん剤の注文を薬局が発注しておらず、午後からの投薬になって
しまった。
当日の手術入院の患者さんに対して朝食絶食の説明ができていなかったため、食事をされてみえ
た。そのため、手術時間を変更することになった。
当日の受け持ち患者分の点滴を一つのカゴにまとめていた。点滴与薬３０秒後、患者より他患者
の点滴の繋ぎ間違いの指摘あり、患者観察し医師に報告した。
当日の重症患者を看護師Ｂが担当しており、当患者と他１名の患者を看護師Ａ（フリー看護師）が
担当した。当患者はプレドノン内服が開始されたばかりであり、大量であることなどから、内服は看
護師管理であった。看護師管理の朝の内服は看護師Ｂ（部屋持ち看護師）が準備したが、朝のプ
レドニン５Ｔのところ７Ｔ準備していた。実際の与薬は看護師Ａが行ったが、錠数の確認をせず、そ
のまま与薬した。看護師Ａはプレドニン内服中であるという認識はあったが、朝の錠数までは覚え
ていなかった。看護師Ａが９：３０、看護記録中に指示を振り返ったところ、間違いに気が付いた。

背景・要因
改善策
エバミールを内服する前にきちんと服薬量を確認し、服薬後確薬を行っていなかった｡また、睡眠 エバミールをナース管理にし、就寝前に指示量のみ渡し、内服してもらう必要があった｡
導入薬を本人管理にしていた。

当日の朝に点滴が処方されたため，薬剤が届き次第点滴を始めようと思っていたが，患者様より
早く始めてほしいと希望あり，常備より薬剤を使い与薬しようとナースステーションに戻った。ワー
クシートと指示内容は事前に確認してあったが，常備の使用薬剤欄に記入する時に，ソリタと書こ
うとしたが，アミノフリードではなかったかと思いアミノフリードを棚から取り出した。他にもすること
がありそのことを考えながら準備しており，また急いでいたため注意力が散漫になり，点滴をつめ
る時にワークシートの確認を怠ってしまった。そのため，間違いに気付かないままアミノフリードに
プリンペランを混注し，その後にワークシートを見てソリタＴ３ ２００ｍｌにプリンペランを混注しなく
てはいけなかったことに気がついた。
当日の点滴の確認を怠り点滴を余分に投与した。師長が発見し、間違いにきずいた。
当日の入院患者様の１７：３０の血糖測定を忘れた。 24時に気がつき患者様に測定するのを忘
れたことを説明し承諾を得て、その後測定した。医師への報告は後日行った。
当日は定期処方日で、薬剤が病棟に届くのが服薬ぎりぎりでの時間帯である。食堂に、患者さん
の薬を持参した際、誤って、本患者の薬を持参することを忘れ、無投薬に気付かなかった。23時に
気付き、ＢＳ２０４ｍｇ/ｄｌにて経過観察するよう主治医から指示を受けた。
当日より高圧酸素療法を他の病院で行うために転院の準備をしていた。患児は点滴をしていて、
ＭＲＩには不適応のシーネをつけていた。出発の準備をしている時に、他の看護師よりＭＲＩ用の
シーネに変えたかを聞かれ、変えていないことに気付く。
当日より注射伝票が更新されていた。注射看護師控えを確認し指示通りに準備施行した。 １７時
頃に準夜の看護師にＩＶＨのメインにインスリンを入れないのかと質問される。指示簿を確認する
と、１週間前に出された指示ではインスリンを６単位混入するようになっていた。主治医に連絡し、
残っている液にインスリンを６単位混入するように指示を受け実施した。血糖の変動はなかった。

ワークシートと薬剤があっているか確認をしなかったこと。 点滴準備中に他のことを考えていたこ 点滴やその他のことでも，今していることに集中して行う。他のことは後で考える。 補液が間違っ
と。 ソリタやアミノフリードに対する意識が低いこと。
たら患者様にどのような影響がでるか調べ，その重要性を認識する。 どんな薬剤でも点滴を施
行することへの怖さを自覚する。

内服薬を投与する際の３回の確認を怠った（投与前の確認を抜かした）。 一時中止の薬は決め
られた保管ケースに入れるものが入れられていなかった。

マニュアルの徹底。

前日、ドライアイスが薬局にきた時点で受けとった薬剤師が予定の抗がん剤のストックの有無を
確認すべきだが別の仕事をしている間に確認を忘れてしまった。
外来看護師による手術説明の不足。

使用予定の抗がん剤の名称・使用日時・使用患者・病棟を記入した紙を医師があらかじめ薬局へ
まわすことに。薬局はそれを見て事前に薬を注文しておく。
医師が手術の説明をする場合は入院案内と同時に手術の準備等に関することの説明を看護師が
行う。。
伝票確認を怠らず、受け持ち患者の分は分けて与薬する。

業務手順の確認
・看護師Ｂが薬の準備の際、朝５錠と記載してあるものの、見間違った。（薬袋の投与量表示は変
更された量を記載されていたが、見にくかった。）・朝５錠、昼３錠、夕１錠と投与量の違う薬を一つ
の袋に入れていた。・当日担当していない看護師Ｂ（同チーム）が薬の準備をした。・看護師Ａの情
報収集不足（朝の投与量を覚えていなかった）。・患者自身への服薬指導はまだであった。（タイミ
ングを見計らっているところであった。）

確認不足。
申し送りを聞いただけではなく、カルテを自分で再度見ることをしなかった。 当日入院の患者様で
状態の把握が十分にできていなかった。
以前からあるシステム上の問題。薬剤部との払い出し時間の繰り上げなどの検討必要。

医師が注射指示簿を修正していなかった（オーダリングで時間外に指示を出した場合、修正は２
日後からしかできない）。 看護師が指示をうけ看護師用の注射伝票に手書きで指示を追加して
いたが、１週間が経過し新しい注射指示簿となり修正されないままの伝票へと変わった。

医師に修正の入力を行うように要請した。

ダブルチェックがダブルチェックになっていなかった。

カーデックスと注射処方箋のダブルチェックじ注射薬がないときには、なくても分かるように、紙に
記入しトレイに入れておく。

患者確認方法が徹底されていない

手術室への申し送り時、病棟スタッフから必ず声に出して手術室スタッフに患者氏名を確認するこ
と。各病棟の師長を通じて再教育。また手術室スタッフも患者確認を徹底するよう再教育。
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11267

当日処方になったデイオバン４０の単位を見間違え、デイオバン８０で処方箋を発行した。夕方の 確認不足。
カルテチェックで間違いを見つけた。患者はまだ服用していなかったので、当日のうちに交換した。
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11265

必ず再確認をする。
申し送りだけの情報に頼らず自分自身で情報収集をする癖をつける。 患者様にも血糖測定があ
ることを説明してきチェックしていただけるようにする。
処方箋の確認の徹底 薬剤部とシステムの検討。

高圧酸素療法の時にＭＲＩ対応のシーネが必要なこを知らなかった。 高圧酸素療法をする患児を 医師を交えて高圧酸素療法の勉強会を行う。 高圧酸素療法のパンフレットをもらう。
送り出したことはあったが、点滴のない患児であった。

当日ラシックス1Aｘ２のところ、夕方抗生剤の注射処方箋を受けており、17時のラシックスのダブル
チェックをせずラシックスも投与しなかった。準夜帯に注射処方箋確認する時発見する。医師に報
告すると、翌日よりラシックス1Aｘ１にしたのでそのまま様子みるようにと指示を受ける。
当日胸部外科 耳鼻科 外科の手術患者がほぼ同時ぐらいに手術室に搬送されてきた。最初に
見えた患者を胸部外科の患者と思い込み病棟ナース 手術室ナースとも患者確認を正しく行うこ
となく、手術室スタッフに伝えてしまい、違う部屋の手術室のところまで搬送した。
当日午後手術予定の患者様に、午前中の手術予定の患者様に注射する前投薬の硫酸アミカシン
１Ａを筋肉注射した。注射後に間違いに気付く。状態の変化はなかった。
当日午前にＭＲＩ、午後にＣＴが予定されており、朝・昼絶食の予定であった。ＭＲＩの伝票には朝絶
食となっていたが、業務計画表には記入されたいなかった。ＣＴの伝票はなく、これも昼絶食の記
入が無かった。深夜勤者は食事ケアシートに絶食者を記入するが、業務計画票を参考にして記入
するため抜けてしまった。指示を受けた時点、伝票が病棟に帰ってきた時点で業務計画票に記入
されていればよかった。朝食は摂取してしまったが検査は昼食前であったため、大きな影響は無く
ＭＲＩ終了昼食は食欲が無く未摂取でいたところで絶食に気がつく。医師に報告したが、影響少な
い為、そのまま様子を見た。患者様には発見時点で絶食の説明をした。
当日施行される予定の化学療法があり、患者様が発熱していた為、医師より化学療法の延期の
指示を受けた。その時すぐに混注する薬剤師に報告すべきであったが、申し送りの最中であった
為、報告するのを後回しにしてしまった。申し送り終了時にすでに薬剤が混注させてしまっている
事実に気がついた。
当日受け持っていた患者の採血時、既に外出している患者の採血管で他の患者の採血を行っ
た。（検査室より、提出されている患者の検査データーについて、問い合わせがあり分かった）

11261

主治医へ報告・・・プレドニン４５mg３×（５Ｔ、３Ｔ、１Ｔ）内服のところ、本日は（７Ｔ、２Ｔ、０Ｔ）の与薬
の指示あり。・朝、昼、夕のそれぞれの薬袋を作る。（分別した薬袋とする）・看護師Ａ（フリー看護
師）と看護師Ｂ（部屋持ち）の情報交換を密にする。・患者の情報収集の徹底。・患者自身への服
薬指導を実施、薬に関心を持ってもらう。

７時に術前の浣腸をしたため、午後の手術にも関らず前投薬をすると思いこんだ。 いつもは施行 マニュアルの遵守。 忙しくても確認する習慣づくり。
前にベッドネームしていたが配膳時間と重なり焦って確認しなかった。
伝票を処理する時点で食事の指示を記入できていない。 検査オーダーする際医師が朝・昼絶食 延食、絶食をケアシートに拾う時、伝票も照らし合わせると良い。 無理な検査のオーダーはしな
となるようにオーダーの仕方をしない。
いよう医師へ言う。

薬剤師、その日の点滴の混注を行っている。 薬剤師からの確認があったほうが確実に化学療法 注射処方箋に薬剤師でも分かるように化学療法の初日であり、延期などの可能性があることを記
が行えるのか、行えないのかはっきりさせて混注を行っていない。 医師からの指示があった時点 載しておく。 医師から指示があった時点ですぐに薬剤師に申し送りを行う。
で薬剤師の報告をするべきであった。
採血時、常に採血管の名前を見て患者に返事をしてもらうように習慣付けていたが、採血した時
に反応のない患者であった為、思い込んで注意を怠っていた。

健診予定表を十分に確認した上で、施行印を押すようにする。事前に子宮体部検査予定の場合
は、健診予定表に付箋等を活用したり、カルテ上に付箋機能を活用してはどうか検討が必要。担
当医師とも連携しお互いに声掛けする。
当日朝、患者にCEZ混入の生食を点滴すべきところを抗生剤を溶解せずに施注し、医師が訪室し 朝の注射のルートは深夜帯担当が受付け、その日の日勤メンバーが内容確認後施行するという 深夜帯に受け付けた看護師がそのまま施行するのが最良であるが業務上難しい。準備する側と
11269
た際にこれを発見し中止させたが、既に50ml注入してしまった。患者への影響はなかった。
流れであるが、準備された段階で抗生剤が溶解されているものと思い込み確認を怠った。
施行する側の引き継ぎ及び確認作業を今以上徹底させる。
当日朝から開始の薬剤が遅れて昼から開始された。
与薬が指示通り開始されなかった。 カルテの指示欄に受けのサインもなく、責任の所在のはっき 指示受けを正しく行う。 開始時期が決められている薬剤は、リーダーからリーダーへダブルチェッ
11270
りしない薬剤が、置き去りになっていた。
クで行う。
11271 当日朝で止めの抗生剤の点滴の指示がとれておらず当日の夕と翌朝施行してしまった
準夜深夜のナース気付かず
指示を出す方受ける方相方決まりを守る
11268

当日初めての健診応援だったが、子宮体部の依頼に関する介助説明は受けていなかった。事前 健診予定表の確認が不十分だった。看護師、医師共に子宮体部の依頼を見落とした。
に子宮体部も依頼があり健診予定表に記入されていたが、検査依頼を見落とした。

意思表示できない患者の採血時は、より注意をして採血を行う。（患者のネームプレートで名前確
認） 意思疎通の取れる時は、患者にも名前を名乗ってもらう。 採血管と患者名とを照らし合わせ
る。
処方の入力担当者の入力時確認と処方箋を患者へ渡す前の内容確認の２点を２人又は３人で実
施する。
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具体的内容
背景・要因
当日入院した患者様。アルコール離脱症状が出現する恐れがあり、医師より家族へ常時の見守り 家族が不在であることを看護師は知らなかった。 当日担当者がリーダーであり、業務が多忙で
が必要であるのでご家族の協力を頂いて入院生活を送るように説明され、家族の同意を得て入院 他の看護師が複数で対応していた。 痙攣発作が出現した。 医師から家族へ説明した常時の見
した。 同室者よりコールあり。訪室するとベッド左側に仰向けに倒れていた。全身性の痙攣が出 守りをどのように捉えていたのかをチェックしていなかった。 家族へのオリエンテーションが不足
現していた。「ベッドサイドに１人で下りて床頭台を拭いている様子であった。その後倒れた」と同室 していた。 入院したばかりで情報が不足し、更に準夜への伝達が不足していた。 土曜日で日勤
者は話す。発生時家族は家に荷物を取りに帰っていなかった。
者が少ない状況であった。
当日入院患者。心拍モニターつけていた。モニター装着約３０分後にvpc４連発出現していた。が、 観察不十分。見落とし。
モニタートレンドするもそれに気づかず、準夜看護師にて発見される。
当日入院予定の患者様が１名であることを申し送りでリーダーより報告されていた。入院受付より 入院受付が病棟を間違えて連絡した。 整形の患者が入院する病棟が２つある。 手術患者対象
患者様のお迎えの連絡があったため、車椅子で迎えに行き病室へ搬送する。病棟内のオリエン の病棟に手術対象でない患者様を入院連絡した。 入院迎えに行った看護師はカルテを見て患
テーション、入院時のバイタルサインをチェックした後にカルテに記載しようとしたら病棟名が他の 者名と病棟を確認していなかった。 オーダリング画面に入力されている患者名でないのに気付
病棟であることに気付く。リーダーと共に謝罪し午後から病棟を変わっていただく。
かなかった。
当日入院予定の患者様が３名あった。そのうちの一人の患者様が入院予定で来院された。朝の 確認不足
申し送りの時間であったため、患者様の名前を確認することなく深夜勤者に「入院の方がこられま
した」と伝えると深夜勤者が「麻酔科にかかってきてもらって」といわれたので、そのまま伝え外来
に行っていていただいた。麻酔科に受診する予定の患者様は別の患者様でその患者様は外来で
ずっと待っていた。
当日白内障手術の患者。朝の与薬指示（ダオニール・グルコバイ）があったが、与薬しなかった。 確認不足
朝食はとっている。準夜より朝から中止という送りがあった。薬剤師は服薬指導で内服することを
伝えている。内服中止の指示「朝欠食日はダオニール・グルコバイ中止」は看護師が転記してい
た。
当日夕より インスリンの単位変更があり 日勤者よりノボレットの外袋に変更後の単位が記入し 指示が変わったので指示簿を確認して施注するべきだった
てあるものを受け取り 夕食前に施注 深夜勤務者と申し送り中に間違いに気づく
当病院には終身カルテが存在し、これを電子カルテ導入時に、イメージでと売り込む際に間違え 電子カルテに取り込む際のID入力間違い。
て、取り込まれていた。診察時に、医師がこのことに気づき患者の診察には影響なかった
糖尿の患者様で、一定時刻の血糖の測定をし忘れる
病棟の患者様のことをどんな方がいてどんな検査があるのか日々把握していなかった
糖尿食のゼリーとするところ、常食のゼリーを付けてしまった。
当該職員の注意不足に起因するインシデントと考えられる。
糖尿内科受診後、インスリンが夕方より６単位開始になった患者。糖尿内科からの返事をチャート 思い込み。何度も見直し確認する習慣をつけるべきであった。
に写す際、６単位と書いていたが、その後、８単位と思い込んでしまい、他看護師に「８単位」と伝
え、看護指示にも８単位と入力していた。翌朝の申し送り中に気付いた。患者の朝の空腹時血糖
は、６６と低めであったが、低血糖症状等はなかった。
糖尿病、上行結腸癌の患者様。３０日１４時ＣＴ検査予定で、前日放射線科より器械１台が故障の 看護師が医師へ報告義務を怠った。 看護師が医師に情報を提供していない。 点滴は医療行為
ためＣＴが遅くなるので昼食可以後絶飲食と低血糖予防のために１０％ブドウ糖液５００ｍｌ点滴の であるのに、ベテラン看護師が自己判断していた。
指示がでたが、看護師は外科の医師に報告していなかった。翌日１４時３０分にＣＴ終了した。外
科の医師が手術中だったので連絡せずに、看護師は点滴を必要ないと判断して破棄した。低血糖
症状はなかった。
糖尿病、両眼糖尿病性網膜症、脳梗塞で入院52歳男性。視力低下にて内服は看護師管理にして 確認不足。
いた。食後薬袋を破り患者の手掌に錠剤を手渡し内服させたが、朝4時頃プレタール１錠が内服
薬包に残っているのに気付く。（全部内服させたつもりだったが残っていた。）
糖尿病あり、ＢＳチェックのみ行っている患者 看護師が昼の病棟内血糖チェックにまわっていた ボード最下部にチェック項目があり、その項目の上に別のボードを重ねたままチェック 再確認時
が、チェックボード最下に書いてあった患者のチェックを忘れてしまう １時間半後に、他の看護師 もボードを下まで確認しなかったため
が患者の会話中に血糖測定していないことに気付き確認し発覚 直ぐに食後ＢＳチェックを行う
糖尿病があり毎食前血糖チェックをしている患者で、スケールに合わせて皮下注の指示もあった。 記載内容の確認が不十分であった。日時を見逃していた。
午前中にカルテ記載を確認したところ新しく指示が出ており、明日から血糖測定中止・ベイスン等
内服開始となっていた。しかし、本日からであると勘違いし昼の測定ができていなかった。その為
皮下注もできていなかった。食後に同職者に指摘され発見。Ｄｒ．に連絡。昼は様子をみることにな
り、夕方再開となった。患者は自覚症状もなくＶＳも安定しており変わりはなかった。
糖尿病がある進行性記憶障害の患者様。配膳の時に患者様より「インスリンがまだ」と言われ、 患者の疾患を把握せずに行動してしまった。 担当看護師に確認せずに患者様の言葉を鵜呑み
チェック表を確認せずにインスリンを注射した。後で、担当者に確認すると既に注射されていたこと にして行動した。 オーバーベッドに置いてあったチェック表を確認しなかった。
に気付く。主治医に報告し、９時、１０時、１１時に血糖測定を行った。低血糖の症状と血糖値の異
常なく経過した。
糖尿病コントロール中の患者様の昼食前の簡易血糖測定を採血せずに食事を摂らせてしまった。 チェック表があるにもかかわらず、しばらく利用期間無く、意識が薄れていた。

糖尿病でインスリン４回使用中の患者、朝・昼・夕にインスリンを実施した。眠前にランタスを注射 準夜で受け持ちでない看護師が実施した 看護師間の情報伝達不足 準夜の看護師がインスリ
するようになっていたが、準夜の看護師が忘れて実施しなかった。
ン用のファイルを確認しなかった
糖尿病で内服治療中の患者の食前血糖値測定を忘れてしまった。
検査の情報収集の方法に問題点
11289
11288

11290

11291

11292
11293
11294
11295
11296

糖尿病にて糖降下剤を服用されていた。昼前内服をリーダーに聞かれ、与薬していないことに気 昼休憩のため、他の看護師が与薬したと思い込んでいた。 休憩中は同チーム者が与薬してい
はつく。
た。当日は受け持ち管理としていた。言葉かけもなく情報伝達がなかった。
糖尿病にて前月２６日より入院中の患者さん。当月３０日よりニューロタン（２５）１錠朝食後開始と 患者さん本人、朝食後に内服とは理解できていたが、「うっかり内服した」と弁あり。
なる。本日１９時ごろ、「血圧の薬を夕食後に飲もうとしたら、朝食後だけだと思い出し、昼食後も
飲んでしまった。」と誤薬に気付かれ、詰所に伝えに来られる。（内服指導に関しては、主治医・看
護師ともに説明している。また、内服袋にも記入されている。）主治医報告、状態観察。血圧１２８
／７２ｍｍＨｇ血圧低下認めず。
糖尿病のある患者様で毎食前血糖チェックしていた。患者様が看護師室へ来られ血糖測定してい 処置の確認の時間が遅かった。 朝の挨拶の時に不在で話し合いをしていなかった。
た。１３時に自分の業務ノートを見ていたら、血糖測定していないことに気付く。
糖尿病のある患者様の１１：３０の血糖測定を忘れてしまった。１３：００頃患者様を訪室した際に気 ワークシートでの確認が不十分であった。
づき、糖尿病医師に報告したが、食後であり本日はそのまま様子観察でよいとのことだった。低血
糖・高血糖などの症状は見られなかった。
糖尿病のある大腿骨頚部骨折の患者様。１７時３０分に食後の薬を配薬した。１８時３０分に患者 薬の準備の途中で中断しナースコールに対応した。 薬袋より全てを取り出さずに準備した。
様より食前の薬がないと問い合わせがある。内服薬を確認し、配薬忘れに気付いた。
糖尿病のある注入食患者の午前９時に施行する予定のインスリン注射を忘れた。
個人の不注意である。
糖尿病のコントロールが悪くインスリン療法や内服療法等を変更されていた。夕方からインスリン 指示を受けた看護師がインスリンの準備と内服薬の準備を同時にしなかったこと 準夜の看護師
再開で内服中止の指示がでていた。 指示を受けた看護師がインスリンを開始する準備をし、内 はインスリンを注射したことを考えずに内服薬を投与した 看護師間の情報伝達不足
服中止の準備をしなかった。夕方、準夜の看護師は食前にインスリン注射をし、 内服薬も投与し
た。その後患者様はBS４８mg/dlとなり、ブドウ糖を飲用し、改善する。
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改善策
患者様の側を離れる時は看護師に声をかけて下さいではなく、看護師の誰々に声をかけて下さい
と説明する。 入院患者様へのオリエンテーションや対応は、複数の看護師が対応するのではな
く、当日の担当者が対応する。 リーダー業務と入院担当業務とを一緒に行わない。
モニター管理している意味を十分に把握し、モニタートレンド中はそれに集中する。
入院予定でない患者様を事務から連絡された時には必ず整形外来に確認してから迎えに行く。
入院受付でカルテを確認する。
しっかり確認する。

疑問に思ったことは必ず聞く

指示変更があった場合は必ず指示簿を確認する 看護師二人で確認する
入力方法を検討する。
血糖チェックが誰なのか何時なのかを一日の始まりのときに確認する
本人の改善策：糖尿食のゼリーと常食のゼリーの区分を忘れずに行う。リスクマネージャーの改
善策：注意が不十分であった。皆知っていることであるが、朝礼時にもう一度説明する。
看護師へは、患者の状況をよく把握しておき、どのような指示がでるのか予測できるよう、知識を
持っておくことを指導した。また、治療内容の変更であるので、医師からも患者へ説明するべきで
あると考える。
師長が自己判断で処置をしないように看護師に注意した。

与薬前、後は確実に内服させたか？確認する。
チェック時ボードを重ねない チェック終了後、すべて抜けがないか再度確認 再確認時もボード
を重ねず行う 患者本人にも、食事前にＢＳ測定がある旨を伝え、協力を声かける
日付まできちんと声だし確認する。

インスリン施行前にはチェック表を確認すると共に、担当看護師に確認する。

今後、チェック表を所定の目の付く場所に置く。
準夜の看護師はルールを守りインスリンのフィルを確認する 看護師間の情報伝達を十分に行う
指示を受けたら看護ワークシートへの入力をし、情報が確実に把握できるようにする。多忙の時は
他のスタッフへの協力を依頼しておく。
黙認の了解で、休憩中は与薬していた。責任の所在を明らかにし、情報の伝達は確実に行う。
内服再指導・再確認。

申し送り板に血糖測定者の人を書き出す。 血糖測定の最終責任者を受け持ちとリーダーと決定
する（責任の所在を明らかにする）。
慌てず冷静に実施し、忙しいときでもワークシートの時間処置が終わっているかをチェックし確認
する。 ワークシートの血糖測定の部分を分かりやすく印などをつけておく。
与薬マニュアルに従って準備する。
業務前にはワークシートでケアを確認し終了後に点検する。
指示を受ける際は最後まで責任もって行なう 自分が実施している注射や内服薬について常に作
用等考えながら 医療処置を行なう

具体的内容
糖尿病のためインスリン（ヒューマログ）自己注射教育入院中の患者が他人のインスリン製剤
（ヒューマカート）を打ってしまった。インスリン製剤をいれておく箱がひとつのため、それぞれに名
11297 前を書いていたが、患者が間違って取り出し打ってしまった。また、注射前に看護師が確認してい
なかった。
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背景・要因
インスリン製剤はもともとペン型は似たような剤形であるため、間違いが生じやすい。このため、当
院では患者のイニシャルを製剤に貼って管理していた。しかし、同じ場所にインスリン製剤を管理
している病棟の管理体制に問題があったものと考えられる。 また同じ製剤でも糖尿病患者が複
数入院している場合は他人のインスリン製剤をしようしてしまう可能性もあり、注射前に必ず、看
護師が確認するべきであった。
患者さんに使うインシュリンと使わないインシュリンの区別と管理が不十分であった。施行すべき
薬剤名を確認せずに思い込みで行ったことによると考える。
内服しなくても飲んだと言う。老人性の病気も疑われる。
ＢＳチェックした看護師が責任を持って注射を施行する。 施行者のサインの重み（責任）を感じて
欲しい。
昼食前のＢＳチェックの患者様が多かったためあわてた。 他チームの患者のためＢＳスケールに
ついてよく分かっていなかった。 確認せず単独でしてしまう。

糖尿病の患者さんに血糖値測定後、ペンヒル30Ｒ8Ｅを投与しなければならないところを、患者さん
が今まで使用していたノボリン30Ｒ8Ｅを投与した。
糖尿病の患者で経口剤の内服が不明
糖尿病の患者に毎食前にＢＳチェックしている。追加インシュリンの指示あり。 本日もインシュリン
注射を準備しておいたら、他の看護師が持ち出したがしなかった。
糖尿病の患者様で毎食前ＢＳチェックでスケールあり。昼前ＢＳ測定しＢＳ１５０以上でイノレットＲ
２Ｅの指示がでていた。本人用のイノレットがあるとはしらず、ノボリンＲだと思い込み実施する。翌
深夜勤務で朝の ＢＳチェックの準備をしている時に誤りに気づいた。
糖尿病の患者様に本日の朝より１８単位に変更だったのに、昨日と同じ１６単位を実施した。
口頭でのインシュリンの変更の申し送りはなかったが、記入カードと伝票に明記してあったが確認
を怠る。
糖尿病の既往があり他の病院でインシュリン注射をしている患者さん。看護添書には、｢フレックス 注射指示箋を看護師が記入したこと 咬頭指示を受けたこと インスリンに関する知識がスタッフ
ペン３０Ｒ６Ｅ 朝｣とかかれていたが、患者用のフレックスペンが届いておらず、主治医（整形外科 全員乏しかったこと
医師）に、スケールでノボリンＲをするようにと指示を受けた。しかし、注射カートに、患者さん用ノ
ボリン３０Ｒフレックスペンが置かれており、どちらをするべきか主治医に確認した際、｢ノボリン３０
Ｒフレックスペンでスケールですか？｣と問うと｢うん、いいよ｣と曖昧な返事がかえってきた。それを
インシュリン注射箋に看護師が記載した。依って、それをもて、１週間、固定うちをせずにスケール
使用をし、内科併診の医師が誤りを発覚した。
糖尿病の既往がある人の内視鏡の前処置。医師の指示を確認してグルカゴンを使用しないといけ 疾患により前投薬が異なることを具体的に明示する必要があること。また、確認作業を内視鏡室
ないケースに、通常使用するセスデンを準備していた。使用する前に他の看護師に指摘されて気 の看護師が行いやすいようにチェックリスト式にする工夫が必要では？
がつき患者には実施しなかった。
糖尿病の方でインシュリン療法中にて自己注射指導中に注射施行後 看護師が針をリキャップし リキャップをしないという基本的な事を守らずにおこってしまった。
てしまいキャップから針がつきだし左手 第1指針刺す。
糖尿病パスの患者で、腎クリ、ＵーＣＲＰの為、１７日の１０：００から１８日の１０：００まで冷蓄して 思い込みで行動してしまった点。検査ノートに記載がされていなかった点。
いた。検査ノートに腎クリしか記載しておらず、スピッツは１本だけと思い込み、腎クリのみで提出し
たが、他スタッフがＵーＣＲＰのスピッツを見つけ、未提出に気付き、主治医へ報告した。
糖尿病患者さんの運動療法としてトレッドミルを実施中、よそ見をしてバランスを崩し転倒する。
入退院歴のある患者様でトレッドミル歩行も経験しているため、まかせても大丈夫と思いそばにい
なかった。また機械には緊急停止装置があるが、使用していない。
糖尿病患者で、血糖測定とともにインシュリン定注をするために伝票を確認した。確認時、急いで 思い込み、確認不十分のみならず知識不足があった。
いたこともありインシュリン伝票の全体ではなく、ノボリン３０Ｒの欄しか見なかったため、ノボリン３
０Ｒであると思い込んでしまい、朝のヒューマリンＲ１４Ｅを施行するところ、夕のノボリン３０Ｅを施
行してしまった。他看護師が伝票を照らし合わせ確認したところ、夕のノボリン３０Ｒの欄にサイン
があったので、誤りが発覚した。主治医に報告、指示に従う。患者には異常なかった。
糖尿病患者のＢＳチェック後のスライディングスケールの注射もれがあったが、たまたま食欲がな 勤務交替があり新部署でのＢＳチェックやスケールの施行方法が違うため、確認漏れがあった。
く 昼食を摂取されていなかった。
糖尿病患者様の朝食が遅食になっていたが、インシュリンを注射してしまう。低血糖が予測された 白板や日報で遅食と判っていたのに注意不足でした。
とおり ブドウ糖を注射した。
糖尿病検査の説明不足のため治療食以上に摂取してしまう。（缶コーヒー）
検査用マニュアルがない。口頭対応であった。
糖尿病治療薬を食前薬に与薬したあと、配膳時、患者に食事が出ていないことに気づいた。指示 術前指示のダブルチェックができていなかった 診療録からの情報収集が不十分だった
を確認すると、手術２日前から絶食の指示があった 診療録に指示事項として記載されていたが
情報がとれていなかった 血糖値を測定し医師に報告、予定の輸液を早めに実施した
糖尿病食の指示内容が２Ｂと出されたが、看護師が食事箋を転記する際まちがって、患者に指示 確認不足
と違った食事を提供してしまった
糖尿病性網膜症あり、視野障害もある患者が入院棟玄関段差で転ぶ。
安静度はフリー。
糖負荷試験で４回採血後，患者が手の震えとしびれを訴えて来た。 内科受診を行い対応した。
統合失調症にて意志疎通が困難な患者様、ベッド柵は3点固定にしていた。夜間頻回に訪室し観
察をしていた。１：００物音に気がついて訪室すると、ベッドサイドに座り込んでいる患者様を発見し
た
透視下でＮＧチューブ交換のため出棟時、バルンカテーテルのウロバックをベッド柵に固定したま
ま、患者を抱きかかえて、ストレッチャーに移行しようとして、バルンカテーテルが引っ張られて、抜
去した。
透視撮影をしていて偽画像に気付かずプリントしてしまった。
透析１時間目より時間除水量を800ml/hに増量すべき所を見間違って300/hと掛けてしまった。透
析終了30分まえに気付き除水量を再設定した。本来もともと体重増加が多く3kg残る予定であった
所へプラス300ｇのこり合計3.3kgの残となった。 来院時より呼吸苦、喘鳴が合ったこともあり、本
人の希望どうり入院の運びとなった。 患者さんへの影響として、心不全等の症状悪化の可能性
あり
透析２時間経過した頃、アラーム音にて抜針に気付く。血圧８５まで低下。電話呼び出しにて至
急、透析室へ。気分不良、やや意識レベル低下あり、生食３００ｍｌ急速補液にて徐々に回復。状
態安定し、１８時頃帰室。
透析２時間経過した頃、アラーム音にて抜針に気付く。血圧が１２０から８５まで下がる。直ぐ透析
室医師に報告、指示にて生食３００ｍｌ点滴した。気分不良数分あるも徐々に回復。ライン確保して
状態安定にて、１８時帰室した。
透析３時間４０分で、胸腹部痛の訴え有り、除水を一時中止とした。２０分後、血圧は低めながらも
症状軽減した為、除水を再開することとした。除水設定しようとすると、自己診断中にて設定でき
ず、その場に待つが、多感の器械アラームの為その場を一時離れてしまい、作業中断状態であっ
たことを忘れてしまう。回収時間が近づき、ベッドサイドに行くと、除水経過が進んでおらず、設定
忘れに気付く。患者に謝罪し、医師の指示にて１時間除水した。
透析３時間経過後、気泡アラームが鳴り、ベッドサイドに行く。動脈側の針が抜けていた。気泡ア
ラームまで血液回路が空気で置換されていた。透析室ＭＥより電話連絡を受ける。患者に異常な
し。

採血方法。技師の手技の問題。 患者本人の問題もある。
・危険度を予測していたが、対策が不足していた ・患者様自身の理解力がなかったこと ・抑制
はしていなかった

改善策
インスリン製剤は患者ごとに別の場所に管理するに変更した。 インスリン注射を行う場合は投与
前に必ず看護師が名前と投与量を確認することを徹底させた。

使用しないインシュリンは「使用中止」と分かるように大きく書き、別の場所に保管した。
１．老人性痴呆の可能性確認 ２．薬の病棟管理 ３．本人への説明（根気よく）
マニュアルを必ず守る。 サインした人が必ず施行する。
ＢＳチェック・スケールはあわてずに確認をする。注射する際はダブルチェックをする。できれば本
人にも 確認する。
何ヶ所か確認の機会があるのに、マニュアルとおりの確認をするようにする。
インシュリンに関する学習会を持った 口頭指示の指示受けマニュアルの逸脱 注射処方箋に看
護師が記入する事は厳禁

前投薬のあり方の再確認を医師に行い、スタンダードの方法を明示する。また、看護師が確認し
やすいようチェックリストを作成する。
・基本的には、リキャップはしない。 ・トレー、針入れは必ずもっていく。 ・やむえずリキャップする
際は、決められた方法で行う。
ミスの原因を今一度振り返り、自分の仕事に責任を持ち行動するよう伝達と確認の再認識を指導
した。
注意を促すために時々声掛けをする。また緊急停止装置を簡単に装着でき、使用するようにす
る。 患者様にあう運動内容・手段・方法を検討する。（安全性の考慮）
知識不足がかなり問題であると考えられる。ヒューマリンＲはスライディングの追加のイメージだけ
で捉え、また伝票の時間確認も出来ていない。まず、今月、糖尿病の勉強会を行う。その中で一つ
一つの確認の重要性も押さえていきたい。
患者様一人一人のＢＳチェック時間やスケールがあるため、一人一人に注意をして確認する必要
である。 全病棟でＢＳチェックやスケールの仕方を今一度確認すること。
糖尿病の内服やインシュリンの注射の人に、注意する。
検査説明マニュアルを作成する。
指示事項の確認 絶食となった時の服薬についての確認
食事伝票は医師に出来るだけ記入してもらうよう働きかける
１．段差をなくし、バリアフリーに。２．すぐ管理連絡。３．安静度の確認を。４．全ての段差に注意
連絡を。
採血方法の見直し。 患者への説明。 同意書も検討中。
危険度に応じ対策を検討する 危険度が高いので、医師へ報告し、眠剤の指示をだしてもらう

時間がなく、あせっていたので、バルンカテーテルがあることに意識が行っていなかった。十分な
確認をしないまま次の行動へ移った。

安全確認

造影剤が付着した患者マットを使用した為に発生
業務手順、ルール、チェックの問題

検査前にマットなどの備品を確認
思い込みや見間違いを防止する為に声だし確認や、2名での確認を行う

観察不十分。器材不良。

テープの粘着性が悪い。粘着能の良い製品に切り替える。テープ固定は数ヶ所で行う。

針の固定が充分でなかった。穿刺部が確認できるよう布団で覆わず、充分見えるようする。

穿刺介助者、受持ち看護師、ＭＥ間の開始後の確認の徹底。 テープ固定は数ヶ所の固定が原
則であるため、徹底する。 毎時チェックを針先まで行う。

他患の対応の為、その場を離れた際、サイド、確認の為に、ベッドサイドに行くべきであった。

１ 除水設定のアラームを、一時的でなく、スタッフが確認に行くまで継続して鳴るように、設
変更を依頼した。 ２ 患者の状態を、他のスタッフにも伝達することを習慣付ける。

器材不良。テープの粘着度が低い。

テープ粘着能が悪い。粘着能の良い製品に換える。
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定

具体的内容
透析3時間目回路とダイアライザー内にエアー混入している所を発見。患者さんの腕を確認すると
動脈側の針を自己抜針してるところを発見。この時点で患者さんがガーゼを使い止血されていた。
11324 回路内の血液を回収したが失血70ｃｃとなった。 患者さんへの影響は、貧血、血圧低下などが予
測される。

背景・要因
情報の伝達、連携と情報共有のあり方の問題。この患者さんは、最近やや健忘気味で痴呆傾向
となっていたが、自己抜針は今回初めてであり予測していなかった。また、観察が十分出来ていな
かったと考えられる。業務、労働体制の問題。自歓待が回収時間帯であったこと、また、この患者
さんのいるフロアーは高齢者が多く自己止血が出来ない患者さんがいるため、スタッフは止血作
業に入っていた。結果、この患者さんへの観察が十分出来ていなかったことも問題である
透析4時間目、オンラインHDFとリクセルの併用患者さんの静脈圧が300mmHg以上と上昇し確認し 薬剤の選択、量の検討の問題 透析中の機器観察時に早い段階で異状が予測できなかった
た。結果、静脈側チャンバーにフィブリンの付着を確認した。返血し早めに透析を終了した。 ロー か、 観察データーの判断の問題が考えられる 医師と臨床工学技士との情報交換の問題がある
11325
ヘパを使用していたが、HDFとリクセル透析併用によりローヘパ効力が落ちたと考えられる。 患
者さんへの影響は、透析不足の可能性が考えられる
透析カードに点滴量の記載がなく（記載漏れ）、除水に点滴量200ｍｌを入れずに計算した．計算間 前回の透析時は点滴量を入れずに計算しているが、その記載を参考にしたため記載漏れにつな
11326
違いに気づかず透析が開始され、最終の体重では200ｇ残って終了した。
がった．
透析が終了し、体重を測定をしたところドライウエイトより1500ｇひけていた。原因は何か調べた
体重を測定する際に、体重計の周囲に物が触れていないか等の確認不足であった。体重増加が
が、機械では特に異常は見られなかった。透析前の体重は入院している患者であったので、送っ いつもより多いと感じた。その時におかしいと思い、もう一度測定し直す必要があったと思われる。
11327
てきた病棟看護師と透析室看護師で見た。体重計の周囲に何か物が触れていたかどうかは不明
であった。はっきりはしないが、前の体重が正確では無かったと考えられる
透析センター通院の患者には骨を取り除いた魚を一口大の大きさにして出すところを骨が1本残っ 切り身魚（カジキ まぐろなど）だと価格 調理内容によって限られてしまうので骨のある魚からそ
11328 た魚が配膳された。センターより気をつけるようにと連絡があった。（この患者は眼が不自由な方 れを取り除いていた。その骨が確実に取り除くことが出来なかった。
で骨禁止のコメントがあった。）
11329 透析のボタン開始を押し忘れ、除水ができていなかった。
技術不足
透析の為、穿刺し脱血を行った際、ダイアライザー内の混入した空気を出しながら行っていたが、 確認不足。
11330 空気が抜ききれずに時間が経過したためダイアライザー内の血液が凝血してしまい透析ができな
くなってしまった。回路を交換する時点で補液ラインの接続がゆるんでいた。
透析の為、穿刺部にペンレス１枚を貼って透析室へ搬送する。医師より２枚貼ることを指摘され貼 ペンレスを穿刺部に２枚貼ることを知らなかった。 薬袋、処方箋に用法、用量など使用方法の記
11331
り方を知る。
載がないので１枚だと思っていた。
透析の準備を完了し、開始されたと思っていたが開始ボタンを押し忘れていた為、１時間程透析開 透析機器の基本的な操作のミス
11332
始が遅れた。
透析の脱血側より微小気泡が混入し患者の体内に入った。患者の咳と胸苦の訴えで発見。胸部 要因：穿刺針と透析回路の接続がやや緩かった。背景：透析器に気泡感知器はついているが、微
レントゲン上の異常はなかった。
小気泡だったために感知しなかった。メンテナンスはしていたが、透析患者監視装置は1992年製
11333
だった。脱落防止のためにロック式回路を採用していたが、ねじ込み部分をわずかに斜めに接続
した可能性がある。
透析より帰室した患者様にモニターを装着した。主治医がナースステーションのモニターを監視し 入力の際に違うチャンネルを入力して、気付かなかった。 血圧のモニタリングがされていなかっ
11334 ていて患者様のモニターの波形と他の患者様の波形が同じであることに気づく。チャンネルが同じ たのは、器械の故障だと思った。 モニター装着時に２人で確認する。
であった。すぐに正しいチャンネルに設定する。
透析を受けている患者。スライディングスケール使用し血糖コントロールを行っていた。しかし最近 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問
微熱があり、食事量が少ない状態であった為、朝のインシュリンは朝食量を見て主治医へ指示を 題。
11335
仰ぐよう申し送られた。11時30分ころ申し送りを思い出し、朝のインスリンの有無を確認したとこ
ろ、インシュリン未実施であった。主治医へ報告し様子観察した。
透析胃特別食の食事箋であったが病棟に連絡して外科胃特別食に変更。システムへの入力は変 手書き表の変更をしなかった。どちらが正しいのか確認しなかった。
11336 更したが、手書きの表を変更しなかった。盛り付けは以前の時、他の栄養士はまよったが入力ミス
と思い透析胃特別食を配膳した。
透析液（Ｂ液）の原液不足の警報がなり、原液を準備したがＢ液が作られず、透析を８分間中断し ダブルチェックで確認はしたが、機械操作の誤りか。 機械のトラブルによるものか。
11337
た。
透析液を15ml多く注入した。 16:20指示の透析液注入後クレンメを閉め三方活栓を注入も排液に クレンメの操作ミス。メタリー内に液を貯める時間に違えて注入用のクレンメを触ったおそれあり、
もならないよう、指示通り斜めにし、その後メタリー内に透析液を一杯にする。16:40見回り時メタ 操作終了後確認ができていなかった。
11338
リー内の液が15ml減っており、メタリーのクレンメが閉まっていないのを見つける。Drに報告し、次
回注入量指示通り行なうよう指示うける
透析科の手術の際に、手術で必要な器具が不足していたために、手術の進行を妨げる事となっ 前日にも同じ手術があり、同じ器械を使用していた。その片付けの際に、十分な確認を怠り、他の
11339
た。不足していた器具は同じものがあったため、手術はそのまま実施できた。
ものと一緒に廃棄物の箱の中に捨ててしまっていたと思われる。
透析科経皮的血管拡張中ドクター操作時拡張器がはずれ外回りでオペ記事記録中右眼内へ血 ドクター操作で拡張器がはずれた
11340
液と造影剤がはいる
透析回収後にA側ペアン不十分であった為、回路内へ血液が少量逆流していた。すでに回収作業 業務手順、ルール、チェックの問題
11341 は終了し補液用の生食も無いためそのまま抜針した。 約15CC程度の失血となった。 患者さん
への影響は失血量によっては貧血等の可能性もある
透析回収時に、終了されている点滴バッグに血液が逆流されているのを発見したが、回収後に体 業務手順、ルール、チェックの問題 点滴終了と同時にローラークランプや透析回路のクランプ
内へ返血したらいいと思い回収を続行した。しかし、返血時点ですでに凝固し始めており、回路内 を確実に行うというルールが守られていなかった。 また、逆流を発見した時点ですぐに返血すれ
も含め200CCの失血となってしまった。ボトル内への逆血の原因は透析中の点滴（50％TZ＋キド ば、200CCとういう失血量にはならなかったと考えられる。
11342
ミン500ml）を静脈側チャンバーの次の注入ボタンへ翼状針でセットし行なわれた後、点滴終了時
に点滴ラインのローラークランプを閉め忘れていた事が原因である。 患者さんへの影響は、貧
血、血圧低下の出現等が予測される。
透析回収時の操作時に誤って「除水ポンプ」を停止にしてしまっていた。そのため、回収中に返血 業務手順、ルール、チェックの問題
11343 出きていないことを発見。結果、約100cc凝固してしまい失血となった。 患者さんへの影響は、失
血による貧血等の出る可能性あり
透析回診でエポジンが3,000単位から750単位へ変更になっていたが、透析箋側の訂正を忘れて 業務手順、ルール、チェックの問題 情報伝達・連携の問題
11344 いた。次の透析日に担当したＮｓも確認されておらず3,000単位が実施されてしまった。 患者さん
への影響は検査データーの改善の遅れ
透析回路のニードルレスタイプの注入ボタンに、針を使って注入した。本来はディスポシリンジで 業務手順、ルール、チェックの問題
11345
直接注入できる。針を刺したため少量の出血あり。患者への影響は特に無い。
透析開始1時間後に再開始しなければならなかったヘパリンを40分間止まったままになっていた。 ブザーを止めた時の確認不足。 黄色の注意ランプの見落し。 ヘパリン止めの用紙から
11346
TR7000M/S以外の再開始時間が削除されて、確認しにくくなった。
透析開始となった患者の透析日と気づかず、透析前に抗生剤を投与してしまった。抗生剤の伝票 患者情報不足。
11347
に透析日の記入はなかった。
透析開始と同時にダイアライザーの漏血発見。直ちに中止し、ダイアライザー、コンソールを交換 医療材料の保守、管理の問題の可能性もあり
11348 し再開しした。 納入時既に不良品であったか、また、院内搬入後に破損したのか定かではない。
患者さんへの影響は、感染による熱発の恐れあり
11349 透析開始ボタンの押し忘れ
透析開始時忙しい
透析開始より、昇圧剤を輸液ポンプに設置、電源、設定、接続まで行ったが、開始ボタンを押し忘 穿刺係であり、介助者がおらず、単独で行い、次の穿刺を急いでいた。
11350
れた。
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改善策
回収時のスタッフ配置の問題を調査し検討。当面フリーで配置されている臨床工学技士の主任が
ヘルプに入る事になった。 患者さんへは、自己抜針出来ないようフィルム剤の使用を開始した。

カンファレンスには、医師、看護師、臨床工学技士も参加していることから、治療方針や治療法が
変更になった時点で検討をすることになった。
計算をする時は注射伝票と照らし合わせて計算する。前回の記載を過信しない。
体重測定時には、周囲に物が触れていないか確認するようにする。体重測定時には、必ず複数で
確認するようにする。一度測定し、数値に疑問を感じたら再度測定するようにする。
切り身魚を使用する。
透析の学習会 観察チェックポイントの表示作成
確認の徹底。リスクに対する危機意識を再確認する。
用法、用量について医師へ事前に確認し指示を記載してもらう。 ペンレスの使用方法と目的の学
習を行う。
業務手順のチェックリストに沿った確認の徹底 二重チェックの徹底
1.透析開始直後に穿刺針と透析回路の接続を確認し、記録することにしている。この事例を報告
し、確認の徹底を図る。 2.微小気泡を意識して観察をする。
勤務開始時は必ず患者チャンネルとモニターチャンネルが一致しているかどうか確認する。 体温
表のモニター欄に、モニター開始時、チャンネルのＮｏとを看護師２人でダブルチェックする。
・申し送られたことはメモにとり確認する。 ・各勤務帯の処置は各勤務で終わらせるようにし、出
来ないものは受け持ち看護師に確実に申し送る。
システムへ入力した栄養士はシステム操作が不慣れなので入力した時は他の栄養士に確認をと
る。確認する栄養士が入ないとき（早朝）は病棟に確認するように。
原因を解明して、今後にいかしていく
クレンメの操作は確実に行なう。操作終了時指差し、声だし確認を十分に行なう

片付ける際にきちんと確認して片付けるべきであった。
外回りも術中めがねをはめる
基本を守る ペアンを掛けた後の確認
回収前の回路確認。各クレンメ、クランプが確実に閉まっているか、手を持っていき確認する

回収時の操作時に、目視確認ではなく、指差し確認し回収開始することを指導
リーダー処理時の確認を複数行う
回路の説明を再度行なった
何のブザーが鳴っているかの確認し、業務の中でも周りのランプが緑点燈しているかをしっかり確
認していく。 ヘパリン止めの表にもう一度TR7000M/S以外の再開始時間を表示する。
点滴伝票に「透析」と記入する。
業者への調査依頼 納入後の取り扱いについて技師に指導
最後に透析モードか確認、再確認
穿刺は必ず、介助者と行う。
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具体的内容
透析開始後（約２時間）ダイアライザー内凝固観察、気泡観察時、ダイアライザー上下反転時に静
脈側回路接続部分から回路分離。 血液ポンプ停止し、動静脈側回路クランプ後に回路清潔確認
し再接続。 Ａｉｒ確認して再透析開始、出血約１０ｃｃから２０ｃｃ
透析開始後、ヘパリンが全量入ってしまっているのを発見。 本来は初回分を注入後時間注入の
セットが必要であるが、器械へのセットが不十分であった。 患者さんへは説明し、追加注入を行
なった。 患者さんへの影響は、本来のヘパリン量より多く体内へ入るため、止血不良等の起こる
可能性がある
透析開始後、運転ボタンを押さずに【ガスパージ】のまま25分が経過していた。機械チェック係の
臨床工学技師が発見し設定しなおした。患者さんへの影響は、気付かなければ透析不足等の影
響が出たと考える
透析開始後、技師業務として回路のチェックをしていた。動脈側のチャンバーの液面ラインを上げ
ようとし、キャップを開いたら、血液が逆流し、出血(5ml程度)してしまった。

背景・要因
冬になり回路が硬いためか

改善策
回路プライミング時の再確認。透析液カプラとダイアライザー接続時の確認手順の見直し 冬にな
り回路が硬いため特に気をつける。

業務手順、ルール、チェックの問題 開始後30分以内に臨床工学技師が機械チェックに回るが、 開始直後の点検を開始している
開始 直後の点検は開始者になる為、ルール通りの指差し確認の実施 が出来ていないことが原
因と考えられる
業務手順、ルール、チェックの問題

開始直後のチェック時に、運転ランプの確認を行う。フロアーラウンド（フリー）係がランプの確認を
行なう。

鉗子がかかっていたため、クランプされていると思い込んでしまった。

・チューブ鉗子は、先端から1/2までのところでしっかりかける。 ・ラインは必ずチューブ鉗子をか
け、ペマンは使用しない。 ・液面調節時は、鉗子の確認を行い、チューブを折ってから先端キャッ
プをあける。(新人指導の際説明する。)
確認の為、複数でのチェックを実施している

透析開始後、静脈圧警報が鳴った。警報ブザーを停止し、運転スイッチを停止し、そのまま運転ス 警報が鳴った後の手順ミス操作確認ミス
イッチを押し忘れた。他のスタッフがすぐに気がついてくれたが、そのままの状態だと透析がされな
いまま血液を回してるだけになってしまった。
透析開始後、透析液の原料となるパウダーがほとんどない状態になり、液不足解消の為、透析効 １ 午前入荷予定が、午後入荷になった。 ２ 置き在庫を出来る限り０にした結果、この事態を招
率を一部低くして透析を実施した。（通常、午前中に入る予定が午後入荷となった）
いた。 ３ 残数確認のチエックが不十分であった。
透析開始後１時間。除水、血圧チェック時、モニター設定不備に気づく。
警報ブザー付きモニターであったが、入力ミス防止のためゼロに設定。逆効果となってしまった。
透析開始後25分たった時点で巡回の技師から「25分間ガスバージのまま経過しているのを発見し 業務手順、ルール、チェックの問題 情報の伝達、連携と情報交換の問題
た」と報告を受けたが、本来この時点で一度体重測定を行わなければならないところ、透析箋上の
計算だけで設定をしなおしてしまい、最終的には700ｇの引きすぎとなった。 患者さんへの影響
は、血圧低下、下肢の攣れ、脱水などの可能性あり
透析開始後臨床工学技士が透析機のチェックをするが、チェック項目である抗凝固剤の注入速度 患者さんが体重を測ると透析機にデータが送られてくるものだと思い、見落としてしまった。
を確認するのを見落とし、４９分間抗凝固剤が３ｍｌ／ｈで入れなければならないところを０．１ｍｌ／
ｈではいっていた。
透析開始時、抗凝固剤をセットをするのを忘れた。 抗凝固剤のラインも開放したままだった。 そ 透析の準備から始業点検、穿刺介助まで、一連の流れの作業を同一人物が行い、抗凝固剤が
れに気づかずにポンプを作動させ、ラインより血液が漏れ、直ちにクランプした。抗凝固剤を準備 セットされていないことに最後まで気がつかなかったため。回路内にエアーが入ったのは、抗凝固
している際に、 回路内、およびダイアライザ内に多量のエアーが混入していることに気づき、エ 剤のラインが開放したままで準備工程にいれてしまったためと考えられる。
アーを取除く処置を行ったが、結局回路ごと取り替えることになった。
透析開始時、除水量の入力をせず、４０分経過してしまった。 技士の再チェックの時気がついた。 通常だと技士の再チェックがすぐにおこなわれるのだが、透析機械修理をしていたため、チェック
４０分間透析はされていたが、除水されていなかったため、時間延長になってしまい、患者様に迷 が遅くなってしまった。 技士２名が勤務している場合、修理をしているとき、どうするかの話し合
惑がかかってしまった。
い、マニュアルが出来てなかった。
透析開始時に、A,V側を間違って接続してしまった。 この患者さんは、この日に動脈側のシャント 業務手順、ルール、チェックの問題
造影を行う為、通常では、静脈側にしか使用していない「エクステンションチューブ」をつないでい
た。開始に行ったとき頭に「エクステンションチューブがついている方が静脈側」という思い込みか
ら、いつも開始前に確認する透析箋のシャント図を確認せずにつないでしまった。透析終了後に回
路をか片付けるときに気づいた。 患者さんへの影響は、いくらかの透析効率の低下が予測され
る
透析開始時に、ヘパリンのセットをコンソールに行う時に、内筒をズレてセットしてしまい、予定量 業務手順・ルール・チェックの問題 本来、セット方法のルールは先に内筒をセットした後に外筒
が全量注入されてしまった。患者さんへの影響は予定ヘパリン量に２cc追加したため、止血時間 を セットするようになっているが、これが守れていなかった。
の延長などがおこる可能性あり。
透析開始時にＮａ/Ｋ測定をしなければならなかったのが、指示を確認せず、その場を離れてし
透析患者個々に置かれている指示板には、測定の指示が書かれていたが、通常は血液浄化記
まった。
録へ記載されているのだが、その患者の血液浄化記録には、他の指示が細かく記載されており、
Ｎａ/Ｋ測定の記載がされていなかった。
透析開始時に内服するべき降圧剤を飲ませ忘れ30分後看護師が気付き内服してもらう
開始後に内服薬についてDr.指示が書かれている用紙を探した。今回内服させるべき指示用紙の
上に同じ色でそれよりも小さい指示用紙が重なっていたので気付かず、指示がないと思った。
透析開始時のヘパリン初回注入を忘れた。 開始途中に問い合わせなどがあり確認が抜かった。 業務手順、ルールチェックの問題 医療機器の問題
現在透析室には3機種のコンソールがあ
器械チェック係が気づき注入してくれたいた。その後凝固にはならなかった。 患者さんへの影響 る。少しずつ操作手順が違うため、今回もチェックが抜かった原因と考えられる。 また、透析開始
は、気づかなければダイアライザーの凝固などが起こる可能性あり
中などの一連操作の時の中断が確認の忘れの原因と考えられる
透析開始時の除水設定を他の人が準備していたので入力してあると思い込み、穿刺後開始した。 業務手順・ルール、チェックの問題
別のＮｓが除水完了のブザーが鳴り設定通り終了になっていた為、回収した。その後透析箋を確
認時に透析箋に書かれている総除水量が器械と違う事に気づく。 開始時に除水量2.7kgのところ
が1.0kgとなっていたのに気付いていなかった。また、各チェック時も確認できていない。 患者さん
への影響は、1.7kg残ってしまったため、増加に注意が必要になった。既に抜針したあとであり、
イーカムの追加が出来なかった。
透析開始時ヘパリンセット不良のため、全量注入されてしまう。
プライミングミス プライミングチェックミス
透析開始前に除水計算はしてあったが、コンソールの除水設定が入っておらず穿刺者が初期設 穿刺前に除水設定がされていたとの思い込みとチェック時の確認不足
定を計算分と勘違いし時間除水量を設定し透析を開始した。その後チェックの際も見落とし１時間
目のバイタルのときに気が付いた。
透析開始前のダイアライザーのプライミングを実施していない事に気づかず透析を開始してしまっ 情報の伝達、ルール、チェックの問題 情報の伝達・連携と情報共有の問題
た。 穿刺前に、床に白い粉上のものがあり、水も溜まっていた事に気づいていた。この時は、プラ
イミング時の水であることに気付かず床掃除をしていた。又このことを誰にも報告をしていなかっ
た。 患者さんへの影響は、エアーの混入などの危険性あり
透析開始前の体重測定時、計算ミスで誤って除水設定した。1800ml除水しなければならないとこ 確認不足。思い込み。
ろ、800mlで設定した。開始者、その後のチェック時も気付かず、透析後の体重測定で気付く。
透析開始操作時、血液ポンプまわした後、透析工程に入れなかった。技師業務のダブルチェック 確認不足。
で指摘された。20分透析遅れた。
透析開始直後、V圧上昇したのでフラッシングするために、停止ボタンでなく準備回収ボタンをおし ・透析中一時中断する時は、停止ボタンを押すと決めていたが、準備回収用ボタンを押してしまっ
た。フラッシング後、透析ボタンを押さず1時間15分循環されていただけだった。透析ランプが点滅 たたため注意アラームが鳴らず気付かなかった。 ・一時中断したスタッフとフラッシング後の機械
していたので気付いた。
操作したスタッフが違っていた。また、HD開始後ダブルチェックの為技師が入るが、そのときも気
付かなかった。
透析開始直後に補液が入るラインが接続されてない事に気付く。数分補液が入っていなかった事 入るべき技士のチェックが漏れていた。プライミングの時点で接続忘れがあった。
による血圧低下や体調の変化はみられなかった。
透析開始直後のチェックの際、ヘパリン全量注入に気がつく。（シリンジの外筒がセットされていな セット不良による誤注入
かった為）
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１ 在庫の保有数を少なくとも、３日分は絶えずストックしておく。 ２ 在庫数が残り少ない時は、
早め・早めにメーカーへ連絡を取って、補充してもらう。
早い段階でのモニターチェックが必要。透析開始時にダブルチェックが終了するよう徹底。
マニュアル厳守 巡回時に「運転ランプ」の点灯を確認していき、早期発見に努める

もう一度チェック項目を再確認して、抜けがないようにする。 データがきているという先入観を持
たないようにする。
始業点検する際に、抗凝固剤の種類を確認して、それが正しくセットされているかを確認する。今
回は抗凝固剤のラインにばかり気をとられ、その先に抗凝固剤がセットされていないことに気がつ
かなかった。正しくセットされていれば、回路内にエアーが混入することもなかったはず。
技士がすぐに再チェックに回れない時は、もう１名の技士がチェックに回る。技士１名勤務の場合
は、リーダー？が再チェックに回る様、話し合いで決まる。
今回は穿刺者と開始者が代わっていたために引き起こしやすい状況になっていた。今後は穿刺を
行った者が、回路を接続するように務める

手技の見直しを行なう
血液浄化記録への記載が不可能な場合、もしくは可能な場合でも、各患者の指示板には必ず記
載されている。 そのため、どんな状況でもその場から離れる際には、確認作業を怠らず、何度も
確認してから離れるようにする。
指示が変更になる場合など紙を上から貼り付けてる場合もあるので必要のなくなった用紙は破棄
したりファイル用紙のタグに透析時必要な事柄があれば見落としが無いよう記載する
機種により、ヘパリンのセット方法が違う。1つは、準備し器械にセットする。もう1つは、回路に注射
器に付けたまま、開始時に注入後セットする。この違いが思い込みの原因と考え、どちらかに統一
する事を検討中である。
開始時の最終確認をダブルチェックで行う 終了前に透析箋と除水量の確認を行う

チェック時の確認をしっかりする
穿刺前及びチェックの際に確認をしっかりする。
「通常と違う状況」を発見した時に「なぜ？」という疑問を持ち追求、確認していく事を指導

確実に計算をする。開始時とチェック者も必ず計算する。
確認を怠らないこと。
マニュアルを守ることを、再度周知徹底する。

プライミング時の回路セッティングを確実に責任を持って行う。技士のチェック項目に補液回路の
接続という項目を追加し、確認の強化をする。
チェック時の確認をしっかりする
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具体的内容
透析開始直後警報が鳴りＮｓが確認したが原因が分からず臨床工学技士に交代。警報解除でき
ず更に確認すると、薬液注入ラインをクランプするためのペアンが、静脈側チャンバー側の静脈ラ
インも一緒に止めているのを発見。これにより透析圧フルレンジ・ＳＶ4.5漏れ警報が鳴っていた。
解除を試みるが解除不可となり、 血液浄化装置を交換し再開始した。 患者さんへの影響は、警
報による不安、血液凝固などの危険性あり
透析患者さんに抗生剤が処方され、生食キットＨ５０ｍｌのところ生食キットＨ１００ｍｌでセットして病
棟に払い出す。病棟看護師が溶解後気がつき医師に報告。今回のみ１００ｍｌで投与となる。
透析患者さんの定期健診で午後からかなりの数の透析患者さんが透析を終えて放射線室で待っ
ていらっしゃった。患者さんを待たせたくないので、急いで撮影をしていたらカセットを一人目流して
いないのに、次の患者さんにそれを使用してしまい、２重照射をしてしまった。
透析患者でフォスブロックを6錠3×で服用中。定期処方のうち2包に１錠しか入っていないと看護
師より報告があった。1錠追加再調剤する。
透析患者にソセゴン15mlをim(筋肉注射)するべところ、iv(静脈注射)をしてしまい傾眠状態になっ
た。
透析患者監視装置の「気泡警報」が出たので見に行ったところ脱血側の穿刺針が抜けエアーを吸
い込んでいた為回路内及びダイアライザーが空になり気泡検知で止まっていた。
透析患者様間のダイアライザーの取り違えに気付かず、プライミングを実施。1名の透析患者様
は、間違えたまま透析を行なってしまった。
透析器械条件設定時除水目標量４．０Ｌを小数点がずれ４０．０と入力されているのに気づかず透
析開始した透析終了時間になり返血に行った時除水アラームが４．０になっても鳴らないので他の
スタッフが気づいた。除水入力スイッチの近くに小数点をずらすスイッチがあり入力時うっかり触れ
た可能性あり除水量は目標値で止まっており患者さまへの影響はない
透析機械の運転を忘れてしまった。トイレ中断にて、４５分後に気付く 。状態に問題はないが、透
析終了時間が４５分遅れとなってしまった。
透析機器の運転を入れ忘れ、透析スタートが遅れた。透析スタート時除水量が平常より多く塩分
水分の指導をしていた。そのとき隣の患者より声がかかり注意が散った。本日のスタッフ５名でま
た次の患者の事にも注意がいってしまったかもしれない。 技師のチェックは５から１０分後に行わ
れるが、スタッフ不足で発見が４０分も遅れた。４０分遅れたことにより患者の帰宅が遅れ迷惑を
かけてしまった。
透析供給装置の貯留槽上部の空気穴フィルター交換を行なっていた。この時、本来は患者さんが
いない時点で行うようになっていたが、患者さんがいる時間帯で行なってしまった。交換時にペア
ンを掛けるのだが、一時的に陰圧になる。その結果、一時的に透析が停止してしまった。1分間後
に再開した。 患者さんへの影響は、透析一時中断ということによる不安、血液凝固などの可能性
あり
透析後、降圧剤の投与指示が出ていたが、忘れてしまった。翌日与薬時に、前日の分が残ってい
るのに気付き発覚した。
透析後、返血中に施行されるべきプロタミンが施行されていなかった。止血不良にて施行していた
が、止血時間は１０分程度ですんだ。患者は施行されていなかったのは気付いていたが、いつ打
つのだろうと様子をみていたんだと怒っていて、この間はスタッフに声かけは無かったとのこと。

背景・要因
改善策
業務手順、ルール、チェックの問題 本来、当院の回路はペアンレスになっているが、薬液注入ラ １、ペアン、クランプ部分の確認を指差しで行う ２、警報発生時の対応の習熟 ３、回路の不具合
インのみクランプの不良品経過が1件あり、」ペアンを使用することになっていた。ペアンをかけた について改良を早急にできるよう催促する
ときに薬液注入ラインと静脈側回路の1部分に掛かっており、今回の状況となった。薬液注入ライ
ンのクランプに関しては、現在クランプ部分の改良を依頼中である
キチンと処方箋を確認していなかった。また追加処方のため急いで調剤した。

規格が２種類ある薬品は注意するように、処方箋に赤丸の記入の徹底。監査を集中して行なうこ
と。
透析患者、外来患者、入院患者、入院ドックと次々に検査がきて、特に透析患者さんを待たせて １人撮影し終わるごとに必ず写真を確認してから、次の撮影に移る。どんなに忙しくても、慌てず、
たので、かなり気持ちが焦って、イライラしていた。１人目の患者さんのカセットを流してたものと思 確実に検査を進めていく。
い込んでいた。１人勤務だった。
フォスブロックは錠剤分包器のカセットはなく錠剤の性質上カセットには出来ないため薬剤師の手 錠剤を手巻きする時は再度確認、錠数、残数を行う。
巻きでる。
当人達の意識(うっかりミス)の問題と思われる。
確認作業の徹底を再指導する。
患者の体動が激しいのに穿刺部の固定また部位の確認観察が不十分であった。

穿刺部位のテープ固定をしっかりし、動いても回路が引っ張られない様に弛みを持たせる。

・ダイアライザー配付後の確認不足。 ・プライミング実施時の確認不足。

確認を徹底すると共に、ダブルチェックを行う。

除水入力スイッチの近くに小数点をずらすスイッチがあり入力時触れてしまった。又透析開始後の 器械に関しての知識不足もあり機種の勉強会を行い取扱いを周知徹底する。充分に理解した上
点検をきちんと行っていなかった。保守管理の問題。
で定期のチェックを行う。
穿針終了し、透析が開始され患者様が離れる前に必ず最後の運転確認、その他の確認をしなけ 透析が開始された後、患者様から離れる時、必ず最後の確認をする
ればならないのに、この時は忘れてしまった
業務手順どおりに行わなかった。 業務労働体制については当日特に人員不足であったためマ マニュアルに沿った行動をする。 その場を離れるときに運転速度のチェックをする。 技師さんに
ニュアルに沿ったＷチェックが直ちに行えなかった。技師２名のときは早めの確認はできるが１名 ５分から１０分で確認できるよう検討する。
のときは無理と思う。
業務手順（マニュアルの不備） ルール、チェックの問題 教育の問題

マニュアルの整備 危険性の表記を行なう

確認不足、指示箋等の取扱不備

確認作業の徹底、患者管理については、担当者間において適切に申し送りを行うよう指示。

動脈抜針した後、施行予定だったものがうっかり忘れてしまった。注意力が足りなかった。

注射をおいてある箱が放置されていないか、かならず確認する。

透析後の体重が900ｇ引きすぎていたため、総除水量を確認した所、【2500ｍｌ】となっていた。開始 透析開始時の総除水量は2000mlであった。３人の看護師で確認をしている。 ２時間目、看護師A 開始時、毎時間の総除水量と時間所水量の確認を行ない、記録する．記録に残して行くことで、除
時の総除水量は【2000ｍｌ】で設定していたため、いずれかの時間に総除水量が変更されていた が除水調節をしたが総除水量は確認していない。当時は他患者の処置等で忙しくしていた。 終 水経過を振り返ることが出来る。
が、変更した人、時間、理由等は不明。透析中、患者の血圧低下，自覚症状はなく、少し安静とな 了時、看護師Aは除水量が2500mlになっているのを見たが透析カードと照らし合わせての確認は
り医師の診察を受けてから帰宅した。
していない。
透析後の体重が目標体重にならず550gも除水引き残した。
機械の点検･整備が不十分であった。
確認を十分行うこと。
透析後の注射を忘れた。
通常時より早く終了するため確認を忘れた。
終了後の抜針前に記録などを確認する。
透析後の内服薬 冷蔵庫保管の薬を準備されていたが1名のみ「冷所保管」というカード表示はさ 業務手順、ルール、チェックの問題
確認を2名で行う 患者さんに渡す前に再度透析箋と合わせる
れていたが、薬袋に入っていない事に気づいた。薬がもうなくなっていると思い、医師に追加処方
を出してもらった。その薬を患者さんの所へ持っていくと、隣の患者さんから「私のじゃない」といっ
てきた。確認すると最初の方の薬が混ざって入っていた事が発見された。もし気付かなければ、誤
薬に繋がり、副作用等の出現の可能性がある
透析後ハンプ採血の指示があったが、スピッツを間違えて準備し、採血を提出した。検査室より連 検査箋にハンプの項目にチェックがなかった為、そのことに気をとられ、スピッツの｣間違いに気づ スピッツと伝票の確認をしっかりする。
絡があり気づき、採りなおした。
かなかった。
透析後食事前に血糖測定し、ベイスンを内服してから食事摂取しなければならなかったが、ベイス 他チームの看護師が食事をいれた。血糖測定してからベイスンを渡すまでに時間が空いてしまっ 食事を入れるとき、患者が部屋にいないときはチームの看護師に確認する。本人にも食前薬があ
ンを飲み忘れて食事してしまった
た。
ることを声掛けしていく。
透析施行時血流量は200mlとなっていなければならないところが120mlにて施行されており、終了 当事者本人がいつも行っている確認作業を軽率に行った為、ダブルチェックの意味をなさずミス見 ダブルチェックの重要性を理解し、どんな状況下においても確認作業を軽率に行わないようにす
時まできずかず透析を施行してしまった。
過ごす結果となったと考える。
る。
透析時、患者が生理であった為、出血量に配慮し、念の為ヘパリンではなくフラグミン（抗凝固剤） 凝固剤変更の際に付け替えた事を確認せず、取り替えてくれたものと思い込んで施行した事。
透析条件変更時は必ず施行者本人が確認、後穿刺する。又、スタッフ間で相互確認作業を必ず
の指示があったが、他スタッフが作成してくれたので、内容がヘパリンからフラグミンに変更になっ
行う事の徹底。
ていると思い込み、穿刺してた。 １ショット（５cc）ほど施行してしまい、経過観察となった。
透析時の穿刺痛軽減のため、前腕に貼用するユーパッチ（最低３０分間貼用必要）を貼るのを忘 患者にも説明していたし、自分のノートにも忘れないように書いていたのにも関わらず、予定の１ ユーパッチ貼用の必要があるようなケースでは、うっかり忘れることのないように自分で持ち歩くこ
れ、予定より４５分も遅れて貼用することになった。
時間前には覚えていたのに、他業務に追われその時間につい忘れてしまった。
とにしました。
透析治療中に静脈圧ポートのフィルター部まで血液が満たってしまい、静脈圧が測定できない状 ポート部への回路接続が不十分であった。
プライミング時にチャンバー内液面が下がる等の異常がある場合は、ポート接続部や液面調整ラ
態になった。原因として、プライミング担当者（本人）がポート接続時にしっかり接続していなかった
インだけでなく回路全体の状態を確認する。又、ダブルチェックを行うのは当然だが、チェックを
と思われる。プライミング時に静脈側チャンバーに生理的食塩水が溜まらず、ポート部・静脈側
行った事を確認できるように改善する。
チャンバーをチェックしており、ポート部も締め直しての確認はしていた。その後に静脈側上部を鉗
子にてクランプする事で正常に戻った為にプライミングを続けて問題なく完了し、治療も問題なく開
始された。しかし約２時間後に他ＣＥにより上記問題が発見された。発見後は速やかに、エクステ
ンションチューブを代替して治療は問題なく終了した。
透析室４フロア（ＡＢＣＤ）のうちＡフロアのみ透析液供給装置が９分間一時停止を起こし３０台の血 医療機器の保守、管理の問題点 今回の原因は、明らかになっていないが考えられる原因として 復旧作業の周知、徹底のため、臨床工学技士内で勉強会を行う。異常の原因と考えられる４項目
液浄化装置が停止した。フロアから機械室担当の者に連絡が入り警報端末の確認すると警報は １、ごく短時間の濃度異常（開始前のチェックでは異常なし） ２、気泡が何らかの関係で少量混入 について、再検討する。
なっていなかったが、供給装置のある機械室に行くとＡフロア用多人数用透析液供給装置を確認 したか ３、短時間に同時に透析液が大量に使用されたか ４、フィルターの目詰まりか これらが
すると、ハードインターロックによる警報音が鳴っていた。復旧に９分間かかったのは、今回の事例 考えられるが、業者側からも明確な報告はなかった また、復旧作業に手間取った事について、機
が初めてであり、業者への連絡により復旧できたためである。患者さんへの影響は、不安感を与 器管理のシュミレーションの中に含まれていなかった事が問題点と考えられる。
え、透析時間の延長等が考えられる
透析室から病室へ帰室後、穿針部より漏血。患者様よりナースコールあり、止血ベルトを巻きなお 穿針部が肘部付近である為、止血ベルトがずれやすいことと、歩行困難であることから歩行器、 病室に帰った後も、透析室からの申し送りだけでなく、病棟看護師が訪室し一般状態や、漏血等
し止血。バイタル異常なし、気分不快なし、医者に報告し血算施行する。
車椅子を使用しており、肘に負担が掛かり易い。
の確認を施行する。
透析室にて指示の採血を実施名前を確認せずに違う患者のスピッツで提出
確認不足
採血した人が責任を持って名前を確認し提出する
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具体的内容
背景・要因
改善策
透析室へ持参し透析後の内服予定薬を朝与薬した。
確認不足
カルテの指示を確認する
透析終了15分前に血圧が98/44と低下し生食100ml補液後補液ラインの下のクレンメは閉めたが 業務手順、ルール、チェックの問題
確認作業を2名で行なう
上のクレンメが閉まっておらず、残りの生食400mlが全て注入されてしまった。最終的に体重は
DW54.0の所54.6で終了した
透析終了1時間前に投与する指示の薬剤を入れ忘れた。以前は4時間透析を行っていた患者だっ 4時間という思い込み。確認不足。
基本的な操作の再確認。変更指示の伝達の徹底。
たが、数回前から3時間の指示に変更になった。4時間透析だと思い込みもあり、タイマーを1時間
遅く設定してしまった。
透析終了2時間前からする予定のグリセオール(頭痛軽減目的)を終了1時間前からと思い込み時 開始時間のダブルチェックを行なったが両名とも1時間前と思い込み点滴開始が遅れてしまった。 思い込みではなく注射指示表をもとに指示の確認を行い、開始時間の設定を行なう。
間設定してしまい、ダブルチェック行なったが、二人とも1時間終了前からと思い込み終了1時間10
分前に気付き開始した。
透析終了30分前から抗生物質の点滴をポンプを使用し開始したが、途中で回収のため一度ポン 業務手順、ルール、チェックの問題・再開始した時は必ず設定確認を行うというルールになってい 点滴開始時の複数確認を必ず行なう。受け持ちＮsと器械担当者。
プの電源を切り、次に再設定した。しかし、この時に本来30分で落とす所を1時間で設定してしま るが不十分である。
い、終了がきてもアラームがならない為、間違いに気づいた。患者さんへの影響は、終了時間が
30分遅れてしまった。
透析終了し、シャント肢に止血バンドを腕の下にしこうと2cm程腕を上げたところ、静脈側の針が自 透析中に、座位になったり動きやすい患者様であり、発汗によってテープが剥がれやすかったが、 体動のある患者様には、シルキーティックスを使用して固定する。また、里帰りHDPTについての
然抜針し、5～10cc程度の出血があった。
一般の患者様と同様テープ固定していた。
情報をできるだけ把握するように努める。
透析終了後、止血を確認しガーゼをあてた。病棟の迎え時布団をめくると、抜針跡より脱血してい 止血操作不十分だった可能性がある。
確実に止血を確認する。また、自分から訴えられる患者様ではなっかたので、時間をおいて観察
た（１００ｍｌ程）
するべきだった。
透析終了後、体重測定し、透析体重計算すると-1.0kgひけていた。60.5kgを61.5kgと転記ミスに気 確認ミス。
患者様と声を出して確認し記載する。また、増え幅が変だと思ったら計りなおす。
が付いた。血圧低下なく、歩行スムーズ。医師に連絡し帰宅してよいこととなった。
透析終了後、返血操作の際、生理食塩水を注入しＡ側（動脈）を返血した時点で物品が足りないこ カテーテルのクランプをしたと思い込みその場を離れたこと。最初に物品の確認準備をしなかった 基本的な操作ミスであるが、それが患者の命取りになることを認識しなければならない。生理食塩
とに気付いた。不足分を、クランプを開けたまま取りに行きその場を離れてしまった。その時、他の ことが原因。
水５００ｍｌが入ることによって、患者の精神的負担は大きい。今回は物品の事前準備が出来てい
看護師に質問され答えていたが、患者側に戻った際、生理食塩水５００ｍｌがほとんど無くなってい
なかったことで焦りが生じ、また慣れていない介助者であったことも原因のひとつと考えられるが、
るのに気がついた。すぐにＡ側（動脈）をクランプしたところ、通常のＶ側（静脈）の返血に戻ったが
ひとつひとつの行動を、丁寧に確認しながら行うよう、スタッフに注意した。
最終的に体重が６００ｇ残ってしまった。担当医に報告し、翌日臨時血液濾過の指示が出た。患者
には担当医から経過を話して了解を得た。
透析終了後、返血中にエポジンを入れなければならなかったが入れ忘れた。
終了する前に確認を怠った。
抜針前に注射が残っていないかの確認を徹底する。
透析終了後に体重が600g引き込んでいると言う報告を受けた。 確認してみると、除水設定が
業務手順、チェックの仕組みの問題
算出値のチェック→装置チェックの充実。間違いは無いか？という目で確認する事を指導
2.2kgのところ3.2kgになっていた。 受け持ちによる開始時チェック、時間チェック、また別のスタッフ
による機械チェック時も気付いていなかった。 それぞれが「合っている」ものとしチェックをしてい
た。 患者さんへの影響は、軽度の血圧低下があった。
透析終了後の注射２種類を施行するのを忘れて抜針してしまう。
透析終了後の注射２種類を施行するとマニュアルがあるのにうっかりしていた。
基本に添って透析記録に記載してある注射名を確認してから実施する。
透析終了後の辺血時、生食３００CCを使って返血するところを他の患者様に気をとられてしまい生 他の患者に気をとられたためにおきた事例。他のスタッフへの指示や依頼ができていないことによ 再度透析の手順の見直しを行う。
食を５０CCに多めに返血した。
るもの。
透析終了後原水水路の10μフィルター交換を行う。遅出看護師2名がマニュアルに従って行った。 ・原水⇒ＲＯ装置⇒供給装置のラインが複雑 ・バルブの表示番号がまぎらわしい ・マニュアル ・バルブの開閉記号を変更 ・交換曜日江尾変更、日勤時間帯の交換とする
その後、透析液供給装置の自動戦場をスタートさせた。40分後供給装置の警報アラーム（水液低 通りに施行したと思い込んでいる ・やり直しの際看護師Ａはおかしいと思ったが自信がなく言えな
下）が鳴った。再度、フィルター交換手順のやり直しをしたがアラーム解除出来なかった。交換時に かった
バルブの開閉箇所を間違えて原水路を遮断してしまった。
透析終了後採血があるも、とり忘れて抜針。反対側の手より採血させていただく。
急いでいた
確認作業を怠らない
透析終了時、エポジン3000投与を忘れた
Ｐｔのベッドより少し離れたパソコンで処置薬剤を確認したが、回収についた途端にエアコンの苦情 コンソールでも処置薬剤を確認する。 薬剤のチェックは手に取って行い、その手で投与してしま
を言われて投与を忘れてしまった。
う。
透析終了時、エリスロポエチン製剤を週3回投与する患者の返血をした際、返血前に薬剤の確認 入れるべき薬剤を機械の裏に置いてしまった。返血時に、目のつかない所に置いてしまって、入 事前にチェックしている返血者が、必ず目のつくところに薬剤を置いておき、入れ忘れがないよう
をし、機械の裏へ置いて返血をし始めた。その後、入れ忘れに気付かないまま、A．V側ともに抜針 れるのを忘れてしまった。
にする。 また、抜針前にもう一度確認し、抜けがないかどうかチェックする。
した。 返血後、回路を片付けに来た技士が入れ忘れに気付き、ミスが発覚した。
透析終了時、返血操作をしたが血流ポンプ停止ﾎﾞﾀﾝを押したつもりで押していなかったため、回路 終了作業に集中できる環境になかった。
一つ一つの作業に集中できる環境作りを検討する
チューブを片付ける時圧が掛かっており血液が逆流した。 終了作業時に隣のベッドの患者さん
が怒っていてその対応をしながらの作業となった。
透析終了時に、採血を取らなければならなかったが、採血を血液回路の動脈側から取るべきとこ 採血すべき部位を見間違い、確認不十分であったためと思う。
各個人がマニュアルを守り、確認しながら行なうことを徹底する。
ろを、静脈側から取ってしまい、採血結果が異常値であった。
透析終了時にＯＣＴ（ビタミンＤ３）の薬剤を回路から注入する事を忘れ、静脈注射を行なった。 注 業務手順、ルール、チェックの問題
回収前の注射確認後、回路へのセットを行なうことになった
射の効果の遅れが出る可能性あり
透析終了時に行なうはずの検体検査を見落とし、検査せずに透析を終了してしまった。患者帰宅 透析終了操作に入る前、別の業務（別患者の病棟への申し送り）をしていた。透析終了のアラー 他業務と平行に仕事を進めることは注意力が分散されるので、一つ一つの業務を確実に遂行して
後見落としに気付いた。
ムがなりまわりに誰もいなかったため、そのまま透析終了操作に入った。終了操作をしながら、申 いく。検査は１８日に振り替えてもらいました。
し送り業務をおこなってしまい、注意散漫な状況のまま業務を進めてしまった。
透析終了時に実施予定の「セフメタゾン１ｇキット」の指示書を薬局に提出するのを忘れた。した
事務職、透析に申し送りをした人、申し送りを受けた人の確認不足が重なった。
申し送りを確実に行い、受けた側の再度カルテ等を確認する。
がって、病棟へ薬が上がってこなかったので、患者さまへの点滴がもれた。
透析終了時に静脈側穿刺の針先に出血あり。上腕の裏側への穿刺で確認が十分出来ていな
業務手順･ルール・チェックの問題
裏側穿刺時はチェック時の観察を強化する
かった。終了時に回路内に少量の凝固を認めた。 出血量の変化や、凝固の増進が予測される
透析終了時の血糖測定を忘れ、返血を終了した。
終了時に静注するｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ製剤の指示が、医師確認と指示板に記載されていたので、看護師 装置のガードルに採血等の指示札をぶら下げる。
に確認をとっている間に、血糖測定のことを忘れてしまった。
透析食にヤクルトを付け忘れて配膳 患者より指摘がありヤクルトを配膳した。
盛り付け時に食札との確認を怠った。
食札との確認をする。
透析食・腎症の昼食がピラフであるのに、献立確認をせずに通常通りに米飯を炊き（５ｋｇ）廃棄す 洗米担当者が献立を確認せずに、いつものことだからと流れ作業となったため
必ず献立確認をすること当日炊飯担当者が再度献立を確認すること
ることになった
透析食の患者様の配膳時、本来缶詰のミカンを出すところ、間違えて生のミカンを出してしまった。 配膳時の確認不十分。 特別食の、他者による確認を行なっていなかった。
特別食は、特に他者と確認を重ねて行う。 配膳時、注意散漫にならない様に、気をつけて行う。
透析前に体重測定する際に正しく測定されていなかった。いつもより体重増加が多いのに気づい 体重測定時に測定者が慌てていた為、十分な確認も出来ず測定した。その後、他の看護師が体 体重測定者は測定後に、これまでの体重増加量と比較し、誤りがないかを確認するまで確実に行
たが、再測定せず、透析を開始した。
重増加が多いことに気づくが,多忙にて十分な確認ができなかった。
なうようにする。 体重増加量に疑問を感じたら、他の看護師にも情報を共有し、多人数で確認・
判断する。その上でも疑問が残る場合に再測定をする。
透析前のリズミック内服が所定の投薬ボックスになかったため、そのまま内服させず透析出しをし 確認不足
看護師投薬分は所定のボックスに入れる。（透析の予定が決まった時点で所定の場所に置くこと）
た。透析室の看護師の内服確認の電話にて内服させていなかったことに気付く。リズミックは記録
台の上に置かれたままだった。（患者の状態不良のため、透析がはっきり決まっていなかったた
め、投薬ボックスが保留されていたことが原因である。）
透析前のレントゲン指示を忘れたまま、透析室に護送してしまった。
指示の確認が不十分であった。慌てていて判断を誤った。
指示の確認を徹底する。スタッフに声かけをして業務を分担する。
透析前の血圧をチェックしようとして、コンソールの画面をタッチしている間に透析開始ボタンをお 穿刺時間が近くてあわててしまった
画面を良く見る
してしまう。臨床工学技士へ報告し再起動してもらい、穿刺時間にギリギリ間に合った。
透析前の検査で採血キャップを取り血液を採取するが、末血と血糖のスピッツを間違えた。再度 スタッフが複数（3人）で関わっており、声掛け合っているので間違いの発生はなかった。採血時、 確認の徹底をする。同じようなことが続く場合は方法の検討をする。
採血やり直した。
穿刺針より採取している。キャップを外してスピッツに直接入れるので間違いが発生した。
透析前の昇圧剤の短時間重複投与
穿刺者が透析記録の確認を怠ったのが原因
穿刺者は、透析記録を正確に確認する。 リーダー看護師も予薬後、その旨を伝える事の検討。
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具体的内容
透析中、静脈圧が上がり警報がなったので、確認のため固定のテープをはがしたところ、穿刺針
が抜けてしまった。
透析中、静脈圧が上昇しアラームが鳴った。針の調製にて落ち着くがまだ高めであった。針との接
続部付近の回路に１ｍｍ大のコアグラが付着していた。
透析中ＤＩＶ生食１００ｍｌ＋エホチール２Ａ施行時に、アメリポンプのスイッチを入れ忘れ、注入され
ていなかった為３０分遅れで注入開始となる。血圧低下なし
透析中QB不良となり2名のNｓで対応していた。QBが取れなくなった為補液を行い、クレンメを閉め
た（ワンタッチクレンメ）「パチッ！」と音がしたため閉まったと思った。しかし、中途半端な状態に
なっており補液500ml全量が注入されていた。 医師に報告し1時間のイーカムが追加された。 患
者さんへの影響は、拘束時間の延長、不安感を与えた。 血圧等の影響も感がえられる
透析中スタッフが脱血不良に気づき技士に連絡。 見てみると、穿刺針が抜けかかり、そこからair
が回路内に 入っていたために、すぐに、ポンプを停止、患者さんに説明しながら 別の血管に再
穿刺し、回路をつなぎかえて再開始した。
透析中トイレ一時離脱し、トイレ後透析を再開始した。再開始２時間10分後バイタルチェックの際
に血流があがっていないことを発見される。

背景・要因

改善策

不注意による。

手順を守り、注意しながら行う。

コアグラの原因をスタッフで検討してみたが不明。

回路にコアグラを発見した時点で、それをまず除去しそれでも静脈血が高ければ針を交換し刺し
直す。
確認の徹底

確認不足

業務手順、ルール、チェックの問題。11月より新しい回路に変更になっている。ペアンレスタイプで チューブの曲がりやネジレがクレンメの正確性に影響している事もあり、チューブ管理と音だけで
ワンショットクレンメである。この為、確認方法の問がある
の確認ではなく目視と手での確認を行う

穿刺後の回路の固定はしてあったが、患者さんの体動の大きさにより固定してあったテープの粘 穿刺針がロック式に変更になったことによりテープでの固定があまくなりがちなので、固定をしっか
性が弱くなり、その結果、穿刺針がぬけたのではないかと思われる。
り行なう。 皮膚の弱い患者さんに対しては、ガーゼをひいてその上からテープで固定しているが、
その場合にも固定をしっかりおこなうよう心掛ける。
２時間目バイタルチェックの時間でもあり、いつもはダブルチェックをいれてもらうが、近くのスタッ 回路をつなげ透析にいれるまで実施し体重計算を見直すまでは二人で行ったが、機械の前で全
フは手が離せない状況であり後から見てもらおうと思ったため。
部を見直すチェックがはいらなかった。今後はトイレ介助した際は血流量があがっているかなど
チェック表を取り入れ、二人で同時にチェックするのではなく一人ずつチェックしていく。
透析中に、MAP施行していた。透析では、ポンプを使って血液を循環させるため、その回路の途中 透析中のことに関する危険度の予測が甘く、MAPが終わりかけであった事を確認したにも関わら MAP終了が近くなったら、他の事に気を散らさず、回路にMAPが入りきったのを確認してすぐにク
からMAPを施行するが、終了時すぐに回路からはずすか、クランプするかしないと、回路内にairが ず、他の処置を優先してしまった。優先順位を間違ってしまった。
ランプする。危険を予測して、早めに対応していくようにする。
絡むと、以前に先輩から説明を受けていた。患者のMAPが終わりかけている事を確認したが、
ルート内がまだ残っていたため、隣の患者のBP測定してからはずそうと考えた。隣の患者は1時間
前に比べBPがかなり低下していたので、下肢挙上するなどの処置をしていると、MAP施行中の患
者のコンソールが、気泡混入でアラームなりとまる。みると、MAPは終了しており、そこから回路内
にairが入っていた。気泡を感知してポンプが止まったため、患者の体内にairが入る事はなかっ
た。その後すぐ先輩に報告し、回路内からairをぬいて、透析を再開した。
透析中に50％TZの輸液が行くように輸液ポンプにセットしていた。開始直後に気泡警報ブザーが 業務手順、ルール、チェックの問題
セットした人と、確認する人を別の者が行なう
鳴り、確認後再度開始。しかし、さらに開始後20分、警報ブザーが鳴り、臨床工学技士が確認。こ
の時、予定量と時間注入量の設定が逆になっていることを発見。医師に報告し血糖チェックにて、
上昇が確認され、すぐに中止となった。（本来予定量が210ml、時間注入量が60mlの予定であっ
た）患者さんへの影響は、一時的な高血糖状態を引き起こしていた。気付かなければ昏睡等の重
症症状が出現する可能性あり。
透析中にグルセオール200mlを施行する予定であり、施行時間のダブルチェックを頼まれた。電子 カルテを見た時によく見なかったことと、いつも終了2時間前、開始2時間前など書き方が統一され 原因として電子カルテを十分に見なかった事、また点滴施行時間に関し透析開始2時間後、終了2
カルテには透析終了2時間前と書いてあったが、初めに準備したスタッフが施行時間を間違えタイ てい為勘違いして 間違いに気がつかなかった。
時間前など指示の書き方が統一されていないため間違いやすい事が原因と思います。ダブル
マーをセット、ダブルチェックした自分も「開始2時間後」と書いてると見間違い、間違った時間で準
チェック意味がなくなるため、まず十分に冷静にカルテを見る。現在、指示の書き方に関して統一
備されている事に気がつかなかった。そのため予定より1時間遅れで点滴を施行することとなっ
されていない為病棟内で話し合い改善していくようにします。
た。
透析中にトイレへ離脱後、透析を再開するためV側の接続時にペアンの掛け間違いで少量出血し 業務手順、ルールの問題。「無意識にペアンをかけた」ということ、離脱時の手技の問題がある。 手技の再確認をし、ペアンのかけ間違いが大出血に繋がる事などを再教育する
た。 患者さんへの影響は、出血量が多ければ貧血等の可能性ある。
透析中に持続注入する10％ＮＡＣＬを時間10mlのところを時間35mlで設定し予定より早く終了ブ 業務手順、ルール、チェックの問題
点滴、持続注入をセットしたあとのチェックのタイミング、チェックリストの作成
ザーが鳴ったため発見。 透析中の血圧維持のために使用していた為、透析後半の血圧低下な
どが考えられる
透析中に静脈圧が400代まで上昇し針先確認時に静脈側の針が穿刺部から少しずつ自然抜去さ 業務手順、ルール、チェックの問題。1.5時間めのチェック時に静脈圧300と上昇し針先を調整し、 静脈圧変動時に針先まで確認する事を指導 昼食前後には必ずラインの接続部確認を行うという
れているのを発見。穿刺部より失血40～50CCあり。 患者さんへの影響は、不安感、失血による この時針先より少量の出血があったのでガーゼ固定していた。しかしこの状況を透析箋に記載す ルールがあるが、今回は、再三訪問していたため、最終確認が行われていなかった。他の患者さ
貧血、血圧低下がおこる可能性あり
る事を忘れていた。次に昼食時に警報が鳴ったので血流を下げ静脈圧も下がったため、針先は んと同様に抜かさずにチェックは行うよう指導 （さっき見たから大丈夫だろう！と思わないこと）
確認しなかった。透析回路が、10月から全てロック式に変わったが、このように静脈圧が極端に上
昇する場合などは、接続部が緩まない分、針先の固定の緩みや抜去の危険性が高いという問題
点がある。
透析中に輸血をすることの意味を理解できていなかった。
透析中に輸血することの重要性について知識が不足していた。
主治医に報告し、輸血は明日へ変更となる。患者の病態把握を徹底する。
透析中の回路（補液ライン）のワンタッチストッパーを掛け忘れたため補液の残っていた量（250ml） 業務手順、ルール、チェックの問題
先だって回路を変更したばかりである。（ペアンレスタイプに） 新しい回路の機能をチェックし理解
が注入されてしまった。 患者さんへの影響は、除水量が残ってしまう
するように再指導 また、「ワンタッチストッパー」である為「カチッ！」と音がしたから大丈夫・・とい
う思い込みをなくす為に確認方法を検討する
透析中の患者で、果物の摂取不可の指示が出ており、果物禁止オーダーもされていたが、朝食時 不注意 スタッフ間の意思疎通・連絡が不十分
禁食ボードに記入している果物禁止の患者名を必ず確認し、お膳に乗っていないか確認して配膳
にキウイが配膳されてしまった。 患者は禁止になっていると知っていたが、配膳されたのでいいと
する。 患者にも果物禁止であることを、再度説明する。
思って食べたと報告された。 当直医に報告し経過観察となった。 栄養部にも配膳されていたこと
を報告し、注意を促した。
透析中の抗凝固剤でフサンを使用する際、輸液ポンプを使用して注入するが、輸液ポンプの開始 開始スイッチを押したと思い込んでいた。
確認後、指差し確認をし、機械的な確認で終わらない。
スイッチを押し忘れているのを３時間後に気づいた。 その間何人もの看護師が定期的に点検し
ていたが、誰も気づかなかった。
透析中の輸液。輸液ポンプの設定ミスで200ｍｌ/ｈｒ注入予定が100滴/ｍｉｎにて全量約40分施行。 各病棟で輸液ポンプの設定が違う為、他病棟へ貸し出し、戻って来た際に設定の確認をすべき 透析室で使用の輸液ポンプ貸し出し時、チェックを促すカードを掛けることにした。
途中、患者の気分が悪くなり間違いに気づく。
だった。
透析中患者が気分不快にて嘔吐あり、入れ歯も落下してしまいティッシュでふき取る等処置をして 突発的な事への対処であり、確認が不十分だった。早めに患者家族に対し説明、紛失物がない 途中から処置に加わった看護師には、状況、注意点を正確に伝えること。ティッシュにくるんだり、
いたが、２回目嘔吐があり、他看護師が処置手伝いに来てくれたが、ティッシュにくるんだ入れ歯も か確認するべきだった。
処置の途中のものについては処置を最初に実施したものが責任を持つ。
一緒に捨ててしまった。後日患者家族より連絡があり、入れ歯が無くなったことが判明した。
透析途中において血液流量が200ml／hのところが125ml／hになって1時間経過したところで発見 インシデント発生時間帯のスタッフの話し合いでは、血液流量を操作した記憶がなかったものの、 再度透析運転時、バイタルサインチェック時の透析機器のチェック項目の統一化の検討中。(今回
され200ml／hにした。
何らかの操作が加えられたと考えられる。また、血液流量が変わった時間帯において計画除水の は血流量、他には透析行程ボタン、静脈圧、透析液圧、除水積算量、時間除水量、抗凝固剤量な
除水が完了しており、不安定な血圧からも途中の除水完了以後の計画除水をはっきりと明記して ど) また、計画除水時は時間除水量を明記しておく。
なかったことで、透析かECUMか迷い血流操作にいたったのではないかと考えられる。
透析導入し４回目の患者。本来３時間透析だが体重増加著明にて、３時間透析プラス１時間イー ・病棟へ変更の連絡を入れていなかった
・導入期の患者で情報収集が不十分であった
・透析担当者が得た情報を他のスタッフへ伝達する
・十分な情報収集と徹底した申し送りの
カムの指示へ変更。１時間延長にあたり透析中の食事を希望された為、透析後病棟での食事予
実施
・インスリン使用者は透析板に目印となるテープを貼る
定を変更し、透析室から直接栄養課へ電話。食事を透析室へ降ろしてもらうよう依頼した。昼食時
内服の有無を確認し食事して頂く。透析後病棟より電話にてインスリンがあった事を知らされ気付
く。インスリン未接種にて主治医へ報告。そのまま様子観察との事。
透析日であり昼食摂取時間が遅くなった。透析室より病棟に帰った後の１５時頃食事摂取。準夜 透析患者を透析室まで迎えにいったスタッフが配膳や投薬を行っており受け持ちスタッフが確認を 手順の見直し。札を作り確認作業の徹底を図る。
業務の看護師に昼食時の内服が残っていることを指摘されて投薬できていないことに気づく。
行っている。看護補助者が迎えに行って配膳をしたり、受け持ちが忙しく確認ができなかったりす
ることがある。今回も確認ができておらず与薬ができなかった。
透析日のみ透析より帰室直後の内服指示あり。フローシート上で受持ち与薬となっていたが見落 確認不足
フローシートは頻回に確認する。時間や用法が特殊な場合は注意する。
とし与薬を忘れた。 準夜看護師に与薬したか確認をされ夕食前位に与薬忘れが発覚。当直に報
告後与薬。
透析返血時薬剤をいれわすれ
薬剤の確認は行ったが薬剤の置く場所が悪かった為入れるのを忘れた
薬剤はわかりやすいところに置いておく
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具体的内容
背景・要因
透析返血中に他の患者様の警報ブザーがなり、返血中にもかかわらず、担当スタッフがその場か スタッフ間の伝達不足。
ら離れた。
透析目標体重の設定の誤り。摂取しない夕食の重量を、透析機に入力し除水をしてしまつた。記 患者の除水条件の確認不足。連携の不徹底。
録整理の時点で気が付く。患者の状態に変化はなかった。
頭部３Ｒ撮影においてフィルムサイズの記入間違え。照射録整理時に発見して、診療科に電話を 午前中の患者様が多く混み合っていた時間帯。
して訂正し直した。
頭部CTで造影があるときは食事を止めなければならない事を忘れていた。また患者にも検査終 介護福祉士との夜勤のため、検査と食事の関わりは教育が必要。また様々な場面で情報伝達エ
了まで食事を摂れない事を説明しなった。当日の朝食を配膳した当事者は頭部CTがあることは ラーが見受けられる。医療保険型の療養病棟のため看護師に掛かる負担が大きい。
知っていたが造影があることを知らなかった。
頭部ＣＴにおいて、骨コロナールの作成依頼があり、撮影後作成してフィルムに出力した。フィルム コロナール作成時に左右が反転している事を理解していなかった。知識不足であった。
の整理時に左右が反転しているのに気づき、再度作成し直してフィルム出力し提出した。
頭部ＣＴにおいて、寝台に患者様を寝かせ撮影準備をした。この時点滴ラインがあったが装置寝 午前中の外来患者様等多数の患者様が検査に見えていて大変忙しい時間帯であった。
台の可動範囲に充分な長さがあるかの確認を怠った為、スキャンの予備移動の時に点滴ラインが
引っ張られてしまった。それに気づきすぐに緊急停止ボタンで寝台をストップした。幸いにも点滴が
抜ける等の事故は起こらなかったので再度点滴ラインの長さ等を確認して検査を行った。
頭部CTにてフィルム枚数を記入し忘れた。伝票確認時に発見、記入する。
確認不足
頭部CTの検査時、患者さんのポジショニングのときに患者さんの頭部がヘッドレストのスポンジの 患者の状態の把握の問題 ヘッドレストのスポンジの大きさの問題 患者さんの介助方法の問題
ない部分にあたり、頭髪がなく90歳と高齢であった為頭皮が乾燥しており頭皮がはがれ出血した。
頭部CTの撮影をするために、患者の頭部（OMライン）に基準を設定を合わせようとしていた。CT 頭部撮影の基準線の合わせ方は指導済みであり、本人の確認不足である。
装置の基準線には内部基準線と外部基準線があるが、頭部の場合内部基準線で合わせなけれ
ばならないところを 外部基準線に合わせてしまったため、患者の必要無い部分を撮影してしまっ
た。撮影時画像を見て間違いに気付き、基準線を修正して再度撮影を行った。
頭部CT検査で違う患者をプリントして提出した。診察前に看護師が気付き正しい患者のフィルムと 多忙で救急患者の撮影もあり慌てていた。画面を確認せずにプリントしていた。
差し替えた
頭部ＣＴ検査時、体を止めてあったベルトから右腕だけが垂れ下がっていた。患者に意識障害が ＣＴ操作室の監視窓からもモニターからも死角になっており、右腕が垂れ下がっていることに全く
あるためそれに気づかず検査施行し、皮膚が弱かったため腕の皮が一部傷ついてしまった。
気づかなかった。
頭部CT撮影時、アンギオ撮影に続いて、造影撮影を行なわなければならなかったが、指示を見落 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
とし撮影をしなかった。
頭部側面のみの撮影であったのに正面も撮影してしまった。フィルム整理時に発見され側面のみ 確認不足
を提出した。
頭部側面撮影において、パラメータの入力を間違えた。フィルム整理時に発見しパラメータ修正し 確認不足
て再出力した。
頭部打撲患者 医師の診察前にＣＴ検査をした
医師、看護師の説明不足
動直穿刺にて透析中自制不可の血管痛にて返血指示がＤｒより出される。本来は穿刺部の消毒 定時よりも２０分程早く返血になってしまった事と、Ｐｔが痛みを訴えていた事で慌ててしまった。当
後オキサロール注があったが、消毒に入った自分がそのまま止血についた為、管注するのを忘れ 時スタッフの数が少なかった。
てしまった。Ｄｒへ報告し、本日のみオキサロール中止となる。
動脈ラインが血液ガスの採取にために入っていたが患者が自己抜去してしまった。０：００頃まで ・ドレーン類の必要性について医師とのコンタクト不足
は睡眠中であったが、その後に覚醒し、すぐに抜いた。
動脈ラインモニターのアラームが鳴ったためベッドサイドに行ったところ動脈ラインが抜けていた。 夜間睡眠が取れない状態が続いていたために少しイライラしている感じはあったが精神状態の変
患者様は意識レベルもクリアであったため抑制等は行っていなかった。
化による配慮が欠けていた。
動脈解離の術後３日目、人工呼吸器を使用していたが、抜管予定でｾﾃﾞｰｼｮﾝをOFFにしていた。 特殊病床での観察が十分でなかった。上肢の保護方法が十分でなかった。
両上肢を保護していたが外すことがあった。他の患者ケアを実施していると器械のｱﾗｰﾑ音で自己
抜管しているのを発見した。
同じバットの中に同患者様の注射剤が並べられていた。９時からソリタＴ３＋プリンペランの点滴を ミキシングする注射剤だけをとりださずに、いろいろな注射剤が入っているバットの中でミキシング
施行しなければならないと思い、そのバットの中でミキシングをした。ラシックスも同じバットの中に を行なった。
ありソリタT3の中にミキシングをした。直後間違いに気づいた。
同じような姓の患者が同室におり、点滴すべき患者に実施せず、別の患者に５分程度点滴を施行 患者様の名前をしっかりと確認しなかった。
してしまった。患者にすぐに謝罪し抜針。当直師長とともに謝罪。担当医師に身体への影響が少な
いことを患者及び家族に説明してもらう。
同じ患者の違う日時の検体の取り違え
検体の名前のみの確認での思い込み
同じ患者様の他の点滴を準備しているときに現在施行中の点滴内にソルコート１／２Ａ入れるべき 日勤者２名でダブルチェックしたが、混入する際に使用量を見落とした。準備の時点で注意するよ
ところ１Ａ混入してしまったことに気付く。
うな印が入っていなかった。
同じ受付番号の受診票が２枚あった。これに気づかず手書きの番号を見てスピッツを準備し採血 ・業務繁忙・確認不足
をしたため２人の受診者から同じ番号で採血した。
同じ日に同姓同名の患者が受診したため、誤って別の患者の処方をオーダーしてしまった。
患者IDの確認ができていなかった。
同じ病棟の患者で同処方があり薬袋と散剤の調剤記録用紙は一致していたが散剤の分包紙に印 確認不足、思い込み
字されている患者の名前が入れ代わっていた。病棟の看護師より連絡あり発覚した。
同じ苗字の別の児の採血をした。
同じ名字の患者さんの薬を取り間違えて、服用させてしまった。名前の確認ミスと考えられる。医
師に報告し、診察を受け、頻回（３０分毎）のﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸの指示を受ける。特に一般状態に変化は
なかった。
同じ寮にすむ入所者が夜間死亡され、起こされたため夜間睡眠不足だった。昼前うたた寝をして
いたが食事ですの放送を聞いて飛び起き眼が見えないため方向を間違えて縁側より庭に転落し
た。口唇が切れ義歯が割れた。
同一開業医より２名の患者が同一診療科を受診しようとして、カルテを持ち案内しようとしたら取り
違え患者が名前が違うと言われ気付く。
同一患者で注射ラベルを貼り間違えた
同一患者に医師と看護師が伝票作成したため検査項目が１つ抜けてしまい、母親より指摘があり
気がつき残っていた検体で検査実施した。
同一患者に投与する薬剤が二種類あったが、準備の段階で一種類のものを二つ準備してしまっ
た。準備されるべきもう一種類の薬剤は準備されていなかった。投与される前に児の受け持ち
ナースより指摘があり投与には至らず重複投与には至らなかった。

苗字が同じであり、充分に確認をしていなかった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

改善策
マニュアルを再度確認し、今後は徹底させることとする。
患者の希望の確認、希望の明確化。スタッフへの周知徹底。
確認の強化
マニュアルの不履行。担当師長と面接、業務配分を検討中。
コロナール作成時に左右が反転している事を理解していなかったために起こった事で、再度装置
及び操作の手順を理解し直す事。
点滴ライン・医療機器等のついている患者様には特に細心の注意をはらってできる限りダブル
チェックを実施するなど安全であるかの確認作業を実施する事。また、撮影が終了するまでは監
視をして目を離さないようにする事。
伝票記入時の確認
ヘッドレストのスポンジの改善 患者ポジショニング時の介助方法の検討
確認を怠らないように指導する。

画面上の患者名を確認。プリントアウトしたフィルムと照射録と再度確認する。
固定していたベルトより大きめのベルトを使用することにした。また、死角をなくすべく右側の壁に
鏡をつけるよう検討中。
依頼書の見落としがないか再度確認をする。
検査箋の確認
入力時の確認
説明の徹底をして、患者に納得してもらう
確認の徹底
・医師との連携により、必要最小限度のルート挿入にする。
頻回に訪室して観察する。傍で話を聞く時間を持つ。睡眠への援助を行う。意識状態がクリアでも
睡眠不足などがある場合は突然危険行動を取る事があるということを念頭に対応する。
患者の精神的慰安を図る。上肢を確実な方法で保護する。
ミキシングを行なう場所が狭ければ、整理して余裕を持って行なえるようにする。また、１トレイの
中には１ミキシングのものしか置かない。ミキシングを行なうときは、他のことを考えたりしない。
患者の名前をフルネームで確認していない。ネーム板を見ていない。基本的なことを怠ったことで
起きたミスであるので、基本を守るよう徹底指導した。
集配の検体の確認時、日時まで確認する。
規格量と使用量が違う場合準備する時点で注意する印をつけると決めたことを守る。
・受診票に押してある受付番号を確認してから採血をする
患者IDの確認の徹底
散剤混合業務が忙しい時間帯で注意力が散漫になり、薬の表記と薬袋の表記との確認が疎かに
なったのが原因だと思われる。今後忙しい時間帯は特に分包紙および薬袋の表記の確認を怠ら
ないようにする。
しっかりと確認すること。
必ず、本人の顔と薬包に書かれている名前の確認を徹底する。 本人の名前を声にして服用させ
る。

全盲 寝ていたので方向感覚が狂った、夜間の死亡を全員に知らせる必要はなかった網戸だった 網戸の管理鍵をかけるようにする。
のですぐに外れてしまった。。
業務手順の確認

名前を呼んで確認しカルテも照合する。

注射業務に携わって日が浅かった
情報伝達徹底

処方箋と注射ラベルと注射薬を相互に確認
検査提出時伝票の確認、カルテとの確認。

・確認方法が不十分であった。薬剤の準備前と薬剤の準備あとの２回、名前と薬の量に集中して ・薬液を準備する前、薬液を準備した後、薬液を袋に入れたあとの確認を確実に行い、全ての薬
確認していた。 ・大丈夫だと思いこんでいた。 ・以前にも同じ間違いを起こしそうになったが、そ 剤の準備が終わった後に総チェックを実施する。確認は、名前・薬の種類・薬の量・投与方法・投
の時に改善策をしっかり考えられなかった。
与時間を確実に確認する。 ・準備する台の上にはひとつの処方箋、１つの薬剤しか置かず準備
が終わったものはふたをしっかり閉め別の場所に置く。
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具体的内容
背景・要因
同一病棟に同姓が３名で名前が一字違いの患者様がいた。患者の呼び出しをしたら、看護師と降 看護師にも患者様の名前の確認をしたので、リストバンドの名前は確認しなかった。
りてきた．フルネームで名前の確認をする．次に呼び出しをし看護師と降りてきたが、気分が悪くフ
ルネームの確認は出来ずも胸部撮影する。フィルムが汚いので、前回のと比べたら人違いと判明
する。
同時に２名の処方が出され、処方箋の名前に２名同じエンボスを押していたが気付かず薬局へ出 忙しい時間帯であった為、流れ作業的になっていた。
した。薬局に内服を取りに行った際、薬剤師に指摘され間違いに気付いた。
同時刻に転院予定の患者が同室に2名いた。内服薬を渡す際、Ａ氏に渡すべきプルセニドを誤っ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。
てＢ氏に渡してしまった。後日、転院先の病院より連絡があり発覚した。
同室で同質の点滴本体を人間違えをする。
一緒に二人分を持参し確認せずに実施した。マニュアルどうりにしなかった。
同室で同日手術の患者があり、先に手術が済んだほうに違う患者の点滴を施行した。他看護師が 業務手順の確認
抜針するとき家人が気付き発覚した。幸いにも内容、量とも同じであった。
同室に抗生剤を点滴している患者が2名いた。それぞれ違う抗生剤であった。抗生剤を取り違えそ オーダーリングで指示内容のラベルが生食キットに貼られ、抗生剤と一緒に1患者1トレイで病棟
れぞれの患者に実施してしまった。当事者は全く気がつかなかった。患者の状態の変化はなかっ へ届けられる。キットに接続し溶解するときに間違えた。溶解時の手技を誤った。また、当事者は
た。
家庭の問題があり夜勤免除で時間差勤務をしており作業に集中できなかったのではないか。
同室に同姪者がいて間違えて点滴をする。
指差呼称をしているつもりだったが間違える。患者より連絡ある。
同室に類似した名前の患者が入院していて、同じ薬を内服していた。朝の与薬時に名前をきちん マニュアルに沿って患者確認がされていなかった。
と確認せずにオーバーテーブルの上においてしまう。家族が面会に来て気付き連絡をうける。誤
薬に至らなかった。
同室の２・３ベッドの患者が動態撮影検査に呼ばれた。部屋にいって患者に検査室に行くよう１・２ 思い込み・確認不足、マニュアル違反
ベッドの患者に説明した。検査室から1ベッドの患者は検査が入っていないことの連絡を受け、間
違いが分かった。
同室の２人の患者の点滴を逆につなげてしまった。２人とも同じ薬剤であった。夜間で病室が暗 同じ点滴であり，同時刻に２人の点滴が更新になったため，２人同時に点滴を持って病室に入っ
く，手元も暗く，充分な確認が出来ぬまま２人同時に更新してしまった。深夜帯の看護師がラウンド てしまった。確認を充分にしなかった。
時に発見した。同じ内容なので影響はない。
同室のＭ氏よりＴ氏が床に倒れていると知らせを受ける。夜間トイレに行こうとベッドから転落した 夜間、ポータブルトイレを使用する患者の見直し。 転落防止のベッド柵の確認。 起こりうるリス
と思われる。看護者２名でベッド臥床させ、外傷、骨折の有無を確認し、Ｄｒ報告。指示薬を与薬
クの検証不足
し、デイルームで観察する。腰部、脚部痛を訴える。Ｄｒ指示で内服薬（ロキソニン１Ｔ）与薬し、デイ
ルームで観察する。
同室の患者からナースコールがあり訪室。ベッドサイドにしりもちをつく姿勢で転倒していた。本人 軽度の痴呆症状のある患者の状態の把握がしきれてない。環境面での調整不足か
はなぜ転んだかわからないと言われる。すぐ数人のナースでベッドに上げたが冷汗、ヒュー音あり
腰痛を訴えられた。XPの結果腰椎圧迫骨折の可能性あり。翌日MRIにて確定診断される。
同室の患者が同じ内容の点滴を行うことになっていたため、合わせて準備をして双方の点滴を入 確認の不備。与薬準備方法の誤り。
れ間違えてしまった。
同室の患者が不穏ぎみで大声を出していることに怒り、興奮気味の時、トイレへ自力で行き、車イ 同室の不穏を予測して一時転室も考慮する。
スごと転倒。
同室の患者に食事を二人分、一緒に持って行った。その時、膳の上の名前を確認したつもりで、 思い込み。確認不足。ベッドの名札、顔を見て声を出して名前を呼ばなかった。
膳を左右それぞれの手で持ち、患者のベッドの名札と顔を見たつもりで、左右を間違い、配膳して
しまった。心臓高血圧食の患者に常食を渡し、食べ終わられてから看護師から間違いを指摘され
た。もう一人の患者は寝ていたため、食事はされていなかった。間違いの患者に謝罪。患者に異
常はなかった。
同室の患者よりＮＳコールがあり、訪室するとベット右側下方の床に転落している患者を発見。
ベット柵の固定方法が緩かったこと。
ベット右下方の柵はベット足方マットとの間に整然と挿入された状態であり、右下側はガラ空きの
状態であった。（同室患者の話ではドーンと凄い音がしたとのこと）。患者をベット上へ移動後、外
傷、打撲痕、頭部腫脹などのないことを確認、当直医へ報告、同日２１時に診察後、経過観察とな
る。患者自身は転倒当初より頷く、単発的語りにて一つ一つ回答。発生時より明朝に至るまで気
分不快、疼痛なく経過した。ベット柵について遅番スタッフに確認したところ、体動多き患者のた
め、夕食時も右下側のベット柵は外さなかったとのこと。患者に確認すると、自分でベット柵を外し
た事を頷いて回答した。「何か取ろうとした」と言うが、講音障害を有する上、証言したくない様子も
あり、転落の詳細は不明。
同室の患者よりコールがあり訪室すると患者がベッドサイトでしりもちをついていた所を発見した。 1人で排泄しようとしていた 1人でできると思い込み移動した
ポータブルトイレに1人で移ろうとしたとのことであった。
同室の患者よりナースコールがあり、訪室すると、患者が頭を下にして上半身がベッドから落ちて ベッドには２つの柵しかなかったため、固定力がなかった。疾患としては、全体のバランスが悪くど
いるところを発見した。食事のため、ベッドを起こし、左側に上半身が倒れやすいので、左側に枕 ちらに倒れることも予測されたが、左側に倒れることが多かったので、左側のみ枕を挿入してい
を入れていた。
た。
同室の患者よりナースコールがあり訪室する。ベッド上で歩き回りカーテンを開け夫の名前を呼ん ナースステーションから一番遠い病室であり、不穏行動の把握が難しかった。環境整備の調整不
でいた。トイレに行ったあと頭をぶつけてこけたと話す。外傷などなし。
足
同室の患者より呼ばれ訪室すると、ベッドサイドに患者が転倒しているの発見する。トイレで下着 朝方ぐらいから熱があり、いつも1人でやっていることであってもふらつき転倒してしまったと思わ
を汚染してしまい、1人で着替えをしていたところふらつき転倒してしまったとのことだった。左膝に れる
擦過傷有。
同室の患者より連絡あり、ベッドから降りベッドサイドに座り込んでいる患者を発見する。外傷等な 患者の理解力が低下しているため、協力を得るのが困難。
し。
同室の患者家族から患者が転落しているとの連絡があり、訪室すると患者がベッドから落ちて横 転倒、転落が予測されたので低床ベッドを使用していたが、患者が思わぬ行動をすることが予測
たわっていた。患者はテレビのリモコンが落ちたので衣装ケースに手をついて取ろうとしてが、衣 できなかった。
装ケースが動き転落したとのこと。頭を打ったようだと訴えがあったので、主治医に報告、診察後、
様子観察の指示を受けた。頭痛なし、意識レベル正常。
同室の患者様からベッドの下で寝ているとの知らせがあり訪床。訪床するとベッドの横で転倒して 観察不足
いた。外傷はなかった。ベッド柵も上がっている状態であった。
同室の患者様よりナースコールあり、「隣りの人が滑っていたみたい。」と教えてくださる。患者様 患者様の療養上における環境、状態の把握
はポータブルトイレの横でしりもちをついていた。本人に問うと「一度トイレをすませて戻ろうとした
ら再度排尿したくなり、座ろうとしたところポータブルトイレより滑りしりもちをついた」とのこと。この
患者様がしりもちをつくなんて思ってもいなかった。しかしよくよく考えればポータブルトイレとベッド
の位置や夜間であったことなど注意緩慢になってしまうことを予測する必要があった。
同室の受持ち患者の部屋へ訪室していたとき、「あっ！」という声が聞かれ行ってみると逆血し服 子供にはさみを渡し、親が目を離してしまった。親へはさみが危険であると言うことを看護師から
に血がついていた。ルートを見ると患児が手にしていたはさみでルートを切ってしまっていた。すぐ の説明が不十分であった。
にルートを爪ではさみクランプし、他の看護師を呼び新しいルートにつなぎかえてもらった。点滴は
つまらず出血量も少量であった。
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改善策
リストバンドの名前とフルネームで確認すること。

一人一人、名前と処方された内容、カルテを確認しながら行なう。
・内服薬を渡す際には氏名を十分確認する。・内服薬をひとつずつ説明しながら渡す。・薬剤師に
服薬指導を依頼する。
点滴実施マニュアルを徹底する。
点滴施注時は、必ず名前、量を確認する。
注射準備時の手技の確認。
看護師のみの確認に終わらず実施前に患者にも確認してもらう。
リストバンドで患者確認を確実に行う。 同姓同名・類似名の患者が同室にならないよう、管理す
る。
マニュアルに添って、ワークシートをチェックし、検査があることを伝える。電話のときはメモを取
る。
手元を明くるして，確認をしかっり行う。更新は１人づつ行う。 教育のし直し。
夜間巡回時、ベッド柵が確実にされているか確認する。夜間ポータブルトイレの使用を検討す
る。頻回な巡回が必要。 夜間の患者さんの状態把握に務め、転倒・転落防止を徹底する。患者
さんに起こりうるリスクを検証し直す。
ベッド周囲環境の安全確認を各勤務で行う。他のスタッフへも声かけをしておく。
患者間違いは重大な事故につながる可能性が高いためマニュアルを再確認し、処置については
原則を徹底するよう指導
夜間はナースコールを押し、排泄時は見守りとする
確認の方法を再指導し、徹底を促す。

転倒事故予防策として行われている事項について１つ１つ自分自身で確認する。ベット柵の固定
方法を紐以外に替える必要性がある。

移動するときは、ナースコールを押すように本人に説明した。ポータブルトイレを患者の目の届か
ないところにおく。
4つ柵を準備。座位を安定させるため、車イスを使用する。
入院4日後のことであるが、入院時は自立されていたため不穏行動の予測が難しいが、環境が変
わった場合の行動の変化を注意深く観察していく。同室者からの情報を得やすくする
無理をせずナースコールを押すように患者に説明する
離床センサーを考慮。
衣装ケースにはストッパーがついてないので動きやすいことを説明し、ベッドの下に収納可能なも
のは収納することにした。
頻回に訪床し観察する。
夜間ポータブルトイレを使用する部屋は訪室を頻回にする。事前に患者様に移動の不安があった
らナースコールをする事を伝える

はさみを使用する際には目を離さないように親に声賭けを行っていく。
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具体的内容
背景・要因
同室の他患者の処置中、当患者は右側に点滴台の付いている車椅子に座って家人と会話中で 車椅子で家人と話されていたので転倒はしないだろうと油断していた。
あった。家人の「危ない」という声で振り向くと、患者は車椅子から立ち上がろうとして右手で点滴
台を持ちながら車椅子の左側に座り込むように車椅子ごと倒れ、左手は他患者のベッドを支えて
いるようにしていた。
同室の他患者の所にいると「あ？ぁ」という声とカーテンの擦れる音がし、みると転倒している。本 カーテンを開けようとしてつまづいた。
人はカーテンを開けようとしてつまづいたという。怪我はなく、頭部も打ってはいないとの事。その
後トイレに歩行するもふらつき認めず。主治医報告し経過観察となる。
同室の退院患者と話していると、他の患者が呼ぶのでいくとベッドサイドで尻もちをついている患 車椅子へ移乗等は必ず見守っているが、近距離なのでいけるだろうと思い込んでしまったと思わ
者を発見する 荷物を片付けようとロッカーへ行こうとした所足が滑って尻もちをついたとのことで れる。
あった。左側の足は靴を履いていたが、健足の右足が靴下だけだった。
同室の二人の患者様の胸部ポータブル写真の名前が逆になってしまった。後日、読影をしていた 撮影済みのカセッテに確認用の伝票を逆にはさんでしまったため。確認不足。
医師により指摘され気付く。
同室の方よりナースコールがあり病室へ行くと、足をベッド上に残した状態でベッド左側に転落して 入院した日は移動したいときにはナースコールを押して知らせてくれていたが、その日は一人で
いる患者様を発見。意識はあり痛みを訴えるも、ベッドに移した後は「痛くない」と言う。
ベッドから降りようとしたようでナースコールがなかった。また、病院に入院しているという認識も無
く、行動が普段と異なり危険を予測できなかった。
同室の隣の患者様のトイレ送迎時、ベッドサイドに落ちている患者様を発見。問うと「トイレに行き 眠剤内服中で眠けがあった。靴を履く前にナースコールしてもらえばよかった。
たくて靴をはこうと思ったらズリ落ちた」とのこと。すぐベッドに上げ、疼痛あるか問うと「腰痛あり」
アドフィード湿布貼用する。仙骨を打ったというが、外傷なくバイタルサインの異常なかった。元々
大腿骨頚部Ｆｘの患者様で車イス移動していた。いつも靴を履いてからナースコールを押してい
て。本日は寝ぼけてズリ落ちていったと本人より。ｖｄｓに眠剤も内服していたため、眠けが残って
いたと思われる。今後は座位になる前にナースコールするよう説明する。
同室患者からＮＳコールあり訪室すると、術後のルート管理で輸液ポンプ使用していた高齢患者 高齢患者の術後状態のアセスメント不足
のアセスメント不足によりポンプが開放されてルートが外れていた。
同室患者からナースコールあり訪室すると、洗面所前で転倒しているところを発見。明らかな外傷 対応人数不足。
なし。
同室患者のｺｰﾙで訪室。ﾍﾞｯﾄﾞの足元の床に倒れている患者を発見。以前ﾊﾙｼｵﾝ1/2T内服ででﾌ 転倒転落アセスメントスコアの評価、予防対策、ケア計画が連動していない。以前、1/2量のハル
ﾗﾂｷ症状が見られた。ﾊﾙｼｵﾝ1T服用していた。
シオンでフラツキ症状が見られているのに、ハルシオン1T与薬している。
同室患者のｺｰﾙで訪室すると、頭を足元にし、左足首をﾍﾞｯﾄﾞ柵と柵の間に挟まれ、ここから出られ ﾍﾞｯﾄﾞ柵と柵の間に5cm位の隙間に手・足などが入らないように予防策をしていなかった。
ないと泣かれていた。しばらく側に付き添い、３０分後には入眠された。転倒・転落防止のため４柵
としていた。
同室患者のコールで訪室時、床に臀部をつけ座っている状況を発見（トイレに行こうとしたとのこ 入院時の転倒・転落アセスメントスコアの評価及び予防策が出来ていない。排泄パターンを掴ん
と。左鼻口付近打撲、１、２ミリ切れやや出血していたが発見時止血していた）。
で、排泄の誘導が不足している
同室患者のナースコールで訪室すると、自分でベッド柵をはずし、ベッドサイドにあお向けに転落 脳梗塞のため、右上肢の麻痺、右下肢の不全麻痺があったが、患者自身は1人で立てると思って
しているのを発見した
いた｡病識がなかった｡消灯後は看護師の眼の届く場所へ移動するべきであった｡
同室患者のナースコールで訪室するとベッドの足元の床に座っていた。窓のブラインドを下げよう いつもはコールを押して移動を行っておられた。しかし高齢であり、軽度の痴呆もあるためとっさの
と、ベッドの足側の柵を乗りこえて降りたときにしゃがみ込んでしまった。
行動として、降りるべき所ではないところから降りられたと考えられる。
同室患者の介助をしているとき物音にカーテンを開けてみると尿器を持ったまま床に座っていた。 患者状態把握し指導
昨夜リスミーを服用しふらつきがあったため。
同室患者の点滴注射を取り違えて実施してしまった。当該患者家族の指摘を受け取り違えが判明 確認不足。
した。幸い水分補給の薬剤だったため、大事には至らなかった。
同室患者の面会者から連絡有り、訪室すると患者が床に転倒していた
転倒の既往あり
同室患者より、「トイレから長い間出てこない」とナースコールあり。確認すると患者は点滴を自己 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
抜去し病室不在。防災センターの監視カメラにて19時30分院外に出ているのを確認。自宅へ連絡
し帰宅しているのを確認した。主治医へ報告しその日は外泊許可となる。その後主治医と話し合
い退院となった。（点滴に対しやや不満を持っていた。再三主治医及び看護師より必要性について
説明を行っていた。）
同室患者より、該当患者が廊下で転倒していると報告あり。訪室すると、同室患者に介助されて もともとふらつきのある患者であったが、不眠のためマイスリーを内服していた
ベッドまで戻られていた。その約10分後にもベッドサイドで転倒し、左胸部を打撲。痛みを訴えるた
め、当直医に診察依頼し、湿布貼用となる
同室患者よりコールがあり、訪室すると、転倒患者が廊下歩行していて「転んじゃったよ」と腰痛訴 観察不足
え有り。特に異常がないため経過観察となる。
同室患者よりナースコールあり、ポータブルトイレに行こうとして転倒する。異常なし。
患者状態把握
同室患者よりナースコールあり、訪室すると、ベッドとポータブルトイレの間で腹臥位に近い状態で 昨晩も転倒しそうになったこともあり、ポータブルトイレでの排尿を促がしていた。しかしレベルクリ
転倒していた。看護師２名でベッドに戻し、バイタル確認、症状の確認を行い、当直医師へ連絡。 アな状態ではなかったため、ナースステーション近くの部屋へ移動させたり、尿管カテーテルの留
経過観察となった。
置も必要だった。
同室患者よりナースコールあり、訪室するとベットの間に横たわっていた、失禁あったためトイレに 患者状態把握
行こうとしたもよう。異常なし。
同室患者よりナースコールがあり、訪室するとベットサイドに足を投げ出した感じで座り込んでい 観察不足。
た。「Ａ地まで行く」など失見当識がみられた。便臭有り、排泄のため体動したとの事。車椅子に乗
車させ、ナースセンターで様子を見る。
同室患者より患者が大きな音を立てて倒れたとナースコールあり、訪室すると患者が倒れていた。 足元が暗く、床がよく見えなかったため。尿をこぼしてからすぐ拭かなかったため。巡視後であり、
患者に外傷は無く、痛いところもないと言われた。バイタルサインチェックしたが問題なし。病棟に 床が濡れていた事に気付けなかった。
消化器科医師が居たため診察依頼したが、経過観察でよいと言われた。 患者は夜間のみ尿器
で排尿をしていた。10時30分頃排尿をした時、尿器から尿が床にこぼれた為拭かないといけない
と思っていたが、忘れており、そのままにして寝ていた。今回、床が濡れていた事を忘れ、スリッパ
を履いて排尿をしたところ、濡れていた床に足をとられて転倒したと。足元は暗く、床がよく見えな
かった。
同室患者より訴えがあり訪室すると、病室中央に臥床しており、ベットへ臥床させる。「トイレに行き 観察不足。
たい」と訴えあり。左前額部腫脹、左手背皮下出血あり。疼痛なし、レベルダウン無。
同室患者より転倒したことのナースコールあり、訪室すると患者は椅子に座っていた。足にコード ベット周囲の環境整備の配慮が欠けていた。
が絡まって、転倒したとのこと。
同室患者様からＡＶインパルスを外しているとの報告が有り訪室すると、尿道カテーテルを自己抜 観察不足 家族の方が居たので安心していた。
去して床の上に落としてあった。
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改善策
当患者は貧血で入院しており、輸血をしているほどであるので、ふらつき症状を念頭にいれ患者
のみでなく家人にも貧血の症状、ふらつきを起こすことの危険性を説明するべきであった。患者は
痴呆があり、時折徘徊をすることがあったので、他患者の処置中も常に行動を気にして観察すべ
きであった。
ベッドサイドの環境整備を行う。
靴下だけで床に立つと滑るので必ず靴を履くように話す。自分でも納得している様だが必ずナース
コールするように話す。
確認を怠らない。
高齢者の場合、入院という環境の変化や、モニター装着、オムツの着用、検査といったことで精神
的に不安定になるということを認識する。
靴を履く前にナースコールするよう説明。見まわりを増やす。

主治医・患者家族・看護師と治療・管理について検討し対策を共有する。
観察の強化。 離床センサーの検討。
転倒ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（ﾍﾞｯﾄ柵を２柵から４柵へ変更、１時
間毎の観察、眠剤の量の検討）
３柵及び４柵ﾍﾞｯﾄﾞが必要名時は柵と柵の間にフレームを設置したり、ベッド柵カバーなどを付け隙
間を作らない。
転倒転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じたｹｱ計画・予防策の検討。（ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整
備・排泄の誘導・家族との連携）
デイルームへ移動した｡
ベッドの頭の柵と足の柵を逆にし、乗りこえて降りにくい状況を作った。 ベッドから降りるときは
コールを押すように説明した。
薬剤服用時に尿意があればナースコールするよう指導。
頻回の確認と、実施中実施後の観察の徹底。
注意、観察、声かけをする
・医師、看護師の説明に対しての反応を把握する。 ・離院の可能性が考えられる場合は、事前に
家族へも説明する。

頻回に訪室し、患者観察を行う。眠剤を内服するときは尿器などを設置し、患者にも説明をしてお
く。または眠剤の減量などを医師と相談する。
尿器を設置してあるため、再度、使用することを説明。また、夜間は特にナースコールを押すこと
を再指導。
頻回な訪室、ナースコールの指導、声かけ、滑り止めマット使用。
以前に、夜間帯で転倒に近い状況で発見された為、ポータブルトイレをベッドサイドに設置し、ナー
スコールで知らせるようにしたにもかかわらず、起きてしまったアクシデント。バルン挿入をすすめ
るが拒否されてしまった。痴呆ではなく意識レベルが時々低下する患者の排泄行動を予知するこ
とは難しいが、この場合はナースサイドに近い部屋への転室、観察という方法をとるのが良いと考
え、実施した。
本人の承諾得てバルンカテーテル挿入。
排泄コントロールの指導。
足元灯をつけておく。 こぼしたらすぐにナースコールをするよう伝える。 巡視時床が濡れていな
いか確認する。

片側柵2本使用とし、頻回に観察を継続した。
ベット周囲の環境整備を整え、事故の危険を排除する。
家族の方が居ても頻回に訪床して観察する。家族の方がベッドサイドを離れる時はナースコール
していただく。

具体的内容
背景・要因
改善策
同室患者様からタバコ代がないから貸してほしいとの依頼に、頼まれた患者様は、２００円を貸し お金やタバコの自己管理を許可されていることについての理解が不十分。また、お金を借りた患 説明に対して「あ、そうか」と笑顔で答えられた。病棟ルールに対して認識が乏しいため時間をか
てしまったとのこと。病棟ルールを厳守していただくよう説明する。
者様は喫煙されるため、小遣いの大部分をタバコ代に使われている。入金状況がぎりぎりのため けて説明する。禁煙の働きかけも継続する。
11543
ご本人の希望通りには、出金できないこともある。そのため、健康を考え、タバコの本数を減らす
ようアドバイスしているが、理解されない。
同室患者様からナースコールあり訪室するとベッドサイドで転倒していた。患者様はベッドサイドの 観察不足
用事がある時はナースコールしてもらうように説明した。
11544 ポータブルトイレに移ろうとして転倒したとのこと。頭部打撲したが意識レベルにも変化はなかっ
た。
11545 同室患者様からナースコールあり訪床するとベッドサイドで転倒していた。
観察不足
移動時はナースコールするように指導した。
同室患者様からナースコールあり訪床すると患者様が床頭台の前に座っていた。患者様に聞くと
観察不足
日中はしっかりしているが夕方から不穏状況になることがあるので注意して観察する。
11546
立とうとして降りたらフラッとして倒れたとのこと。
同室患者様からナースコールがあり、訪床すると患者様がベッドの足元に座り込んでいた。患者 説明不足。日勤帯の看護師から排泄時はナースコールするように説明を聞いていたが自分で出 ポータブルトイレに移動する時は看護師に連絡するように再度説明した。
11547
様はポータブルトイレに移動しようとしたところ足が滑り尻もちをついたといわれた。
来るだろうと思ったといわれた。観察不足。
同室患者様からナースコールがあり訪床すると「頭部から滑るようにして転落した」と報告があっ 観察不足
危険行動が予測される患者様は頻回に訪床し観察する。必要時は抑制をさせていただく。
11548 た。直後、上肢、下肢に振戦があり、呼名反応も鈍くなっていたがしばらくすると普段どおりの状態
に戻った。
同室患者様からのナースコールが鳴り訪室にて患者様が転倒した点滴架台をもちあげようとして 輸液ポンプを押していくだけの力が現在の患者様には負担だったこと。夜間照明がなく利尿剤の 患者様への転倒転落アセスメントの見直しをはかる。ライン・ルート・ドレーンに関しての固定の仕
いた。いすに座っていただき全身観察したところ、肝動注リザーバーの固定が外れていた。そのた 内服などから排泄行動が近いことをアセスメントできていなかった。食事摂取量が少なく臥床がち 方の再確認をする。患者様の状況をアセスメントした上で患者様に対して声かけを行うとともに尿
11549
め刺入部付近の観察と逆血の有無を確認したところ抜けてきていることに気づく。医師へ報告し抜 という生活に対しての下肢筋力の低下を考えていなかった。点滴の固定について各勤務での確認 器の設置と頻回の訪室を行う。
針とした。皮膚トラブルは現在なし。
がされていなかった。 固定自体があまかった。
同室患者様からベッドから転落したとの知らせがあった。訪室すると患者様がベッドサイドで座っ
観察不足
危険行動があれば早めに抑制をするように検討する。家族の方に付き添っていただき精神的慰
11550
ていた。ベッド柵は統べて上がっており、ベッド柵の間から出ようとして転落した様子であった。
安を図る。
11551 同室患者様から点滴を抜いたようだとの知らせで訪床すると末梢点滴ラインが抜かれていた。
観察不足
ラインの必要性を説明した。必要時抑制をさせて頂く。
同室患者様から連絡あり訪室すると患者様が酸素吸入の蛇腹を首に巻きつけ、点滴ラインを手に
観察不足
頻回に訪床し観察する。家族の方に付いていただき精神的慰安を図る。
11552
持ち洗面台の前に立っていた。末梢静脈ラインはぬかれていた。
同室患者様の家族の方からコールがあり病室へ行くと、車イスを背にして床に座っているのを発 トランスファー、介助レベルの患者様だったが、一人で移乗しようとした。車イスのブレーキがか
ナースコールを押すように促す。車イスを配置するときに、きちんとブレーキをかけてから配置す
11553 見。自分一人で車イスに移乗しようとしたが、車イスが動き、床に臀部を打ったと話される。疼痛の かっていなかった。食事の為、同室者が居なくなり、自分も食堂に行こうとした。
る。順番で迎えに来る約束をする。
訴えはなし。
同室者から「患者が転落した」とナースコールがあった。訪室するとベットサイドにおり、左肩の疼 ・物理的な環境や設備上の問題点 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・患者家族を含めて、対策を再度検討 ・患者情報については看護師間で共有し、対策が出来て
痛を訴えた。意識に変化はなし。内出血も無いことを確認した。本人によると、着替えをしようと
いるか確認をする
11554 ベット上に立った際、バランスを崩し、ベット柵のない足元から転落したとのこと。以前から同じよう
な行動が見られたので１人では行わず看護師を呼ぶよう説明していたが、今回も連絡は無かっ
た。ベット柵も両側していたが、空いているところからの転落であった。
同室者から「服を脱いでいます」と連絡があり訪室した。訪室するとパジャマ・下着を外し、尿道カ 観察不足
精神障害のある患者様であったのでライン抜去も考慮し観察を頻回に行う必要があった。
11555
テーテルが抜去され床に落ちていた。
同室者からコールあり訪室するとベッドサイドに倒れているのを発見した
お茶を飲もうとしてオーバーテーブルの上に置いてあるコップを取ろうとしてバランスを崩した
上腕固定装具使用中のため、バランスを崩しやすい点について再確認する。移動時、ナースコー
11556
ルでナースを呼び同伴する事を徹底する（本人の注意を喚起する）
同室者からコールがあり、訪室するとベットサイドにうつぶせに倒れていた。意識あり、痛いと話
・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・持続点滴中であったため排尿回数が多くなったことが誘因とも考えられる。持続点滴の必要性を
11557 す。衣服をロッカーより出そうとしてベット上に立ったところよろけて転落したと話す。右側頭部の腫
考慮 ・オリエンテーションの強化で看護師への連絡を実施するよう働きかける
脹ありＣＴ検査実施し異常は無かった。
同室者からナースコールあり、倒れたようだが声をかけても返答せずどこかに行ってしまったとの 入院して間もなく、パーキンソンの合併症があった患者さま
パーキンソンの合併症がある患者さまなので、さらに転倒の注意をはらうことを病棟内で周知。
11558
こと。転倒した患者さまは、トイレにいた。トイレで一般状態を確認。
同室者からナースコールあり。訪室するとベットサイドの床に座り込んでいる。左下腿に擦過傷あ 高齢であり、また熱発もみられていあたため下肢に力が入らなかったことと本人が動けると判断し 患者にその都度説明していくことと状況により4点柵とする。
11559 り。「ちょっと動こうと思って」と何をしようとしていたか問うと返答あり。ベットサイドに尿器は用意し たこと
てありふだんは使用していた
同室者からナースコールあり訪床すると尿道カテーテル・蓄尿袋のラインが体に巻きつき床に倒 観察不足
尿道カテーテルの必要性を説明し、排泄時はナースコールしてもらうように説明した。
11560
れていた。患者様は意識清明でトイレに行きたかったと訴えられた。
11561 同室者からナースコールがあり、訪室すると患者が転倒していた
ベットからトイレに移乗しようとした
自力で移乗することは危険であることを伝える。ポータブルトイレの位置を変える
同室者からナースコールがあり訪室、扉を開けると床に座り込んでいるのを発見する、ベッドサイ 眠剤服用していないポータブルトイレもベッドサイドにおいてあった、いつもはポータブルトイレで 夜間はポータブルトイレを使用を声かける。
11562 ドにポータブルトイレを置いたあったが、排便のためトイレに行こうとしたところ滑ったのか扉の取っ 排便し朝ナースコールがあったが本日はトイレに行こうとした点。
手を持ち損ねたのか分からないが転倒したとのこと。
同室者からナースコールがあり訪室した准看護師が、ベッドの左側の床に倒れている患者を発見 患者が睡眠剤を服用していたこと、手術後１２日目であり安静期間が長く、下肢筋力が低下してい 転倒転落危険度が高い患者に対しては、それに合わせた看護を提供する。事故を起こした患者に
した。ベッドの左側のベッド柵ははずされていた。行動の目的を、准看護師が聞くと、排尿に行くつ たこと、そのことを患者が理解できていないこと、術後の譫妄があることなど、転倒転落危険度が 着いては、再発防止のため、各職種が情報を共有し合い、予防に力を入れる。患者に対しても、
11563 もりだったと返答あり。
高く、危険な状態だった.准看護師は、前日にも同事故を起こしているのにもかかわらず、特別な 各職種がそれぞれの立場から患者に転倒転落防止のために働きかける。
注意を患者に払わなかった。朝の巡視時間であり、看護スタッフは３名しかおらず、それぞれが多
忙だった。
同室者からナースコールがあり訪室すると、患者がベッドから転倒していた。 →足がベッドに残さ 入院後３日目の事故であった。入院時の状態では、体動も無く、危険を予測できなかった。事故後 事故はいつおきるか解らないので、今後さらに事故防止に注意を払うよう努める。
れ、上半身が床にずり落ちた状態であった。 →鼻頭に小さな擦り傷があった。 →ベッド柵はベッ 家族に謝罪したところ、自宅でも１ヶ月に１度くらい不穏状態になって、多弁になり動き出していた
11564 ドの中央に設置してあり、上部からずり落ちていた。 →もう１人の看護師と共にベッドへ戻し、VS との事であった。・・情報不足であったか？
測定。 →当直医に報告。様子観察となった。 →危険防止のため、ベッド柵を追加する事を患者
に説明し、追加した。
同室者からナースコールがあり訪室すると、患者がベッドと衣装ケースの間に仰臥位で倒れてい 急な入院でベッド周囲が広い場所を準備できなかった。（ベッドの横には衣装ケースが置いてあり ベッド周囲を広くするため、衣装ケースを移動した。ベッドライトをシェードを降ろしつけておくか、ト
た。点滴スタンドは患者の上に倒れていた。患者はトイレ歩行後、ベッドに戻ろうとして点滴スタン ベッドと衣装ケースの間は４５センチメートルであった。）セルシンの影響下にあった。入院当日で イレ歩行時は点灯するよう促した。トイレ歩行時はナースコールを押すように再度説明した。翌日、
ドが衣装ケースにぶつかり転倒したと話した。当該看護師は、患者にトイレ歩行時はナースコール あり、患者は環境に慣れていなかった。消灯後であり、照明が暗かった。ナースコールを押す事へ 出入り口側のベッドへ移室した。（ベッドと衣装ケースの間は６５センチメートル）
11565
を押すように促し、枕もとに置いていたが、押さずにトイレ歩行をしていた。患者は１９時頃セルシ の遠慮があったのかもしれない。
ン２ミリグラムを内服していた。患者の両下腿には軽度の擦傷があったのみで、大きな影響はな
かった。転倒による骨折、点滴スタンドによる受傷を起こす可能性があった。
同室者からナースコールがあり訪室すると、歩行不可な患者がベッド柵につかまり立っていた。転 ・患者の病識の欠如 ・見守り・巡回の不備
・訪室時声かけを行い、言動に注意する
11566 落や打撲の様子はない。患者は便意を訴えており、オムツ内に排便あったが、トイレ介助する。患
者には、自力で動ける、トイレに行けるという思いがある。
同室者からナースコールがあり訪室すると、冷蔵庫とベッドの間で右側臥位で転倒していた。右腰 患者への指導不足。
眩暈等ある時は無理をしないで、ナースコールをするよう指導した。
11567
部の打撲痛があり、湿布薬を貼付する。転倒時、軽度の眩暈があり、足を滑らせたとのこと。
同室者からナースコールがあり訪室すると洗面所の前で横向きになり倒れているところをケアアシ 何か食べ物を探していたところ転倒したとのこと。空腹感が行動の要因。
食事内容、量の再検討を行う。巡視の強化。
11568 スタントが発見する。トイレに一度誘導しベッドに戻る。バイタルサインに特変なし。頭部を打撲した
と訴えるも皮下血腫や外傷なし。経過観察する。
同室者からのナースコールあり、訪室すると床頭台とベッドの間に座りこんでいる。「トイレに行こう スリッパが滑りやすい素材だった。眠剤を服用している。
履物は滑りにくい素材を選ぶようにオリエンテーションする。 医師と相談し眠剤の検討をする。
11569 としたら、スリッパが滑った。」と話す。２１時にレンドルミン１錠を内服している。外傷なく疼痛など
の訴えなし。
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具体的内容
同室者からのナースコールがあり訪室。患者はポータブルトイレとベッドの間に倒れていた。患者
に外傷はなかった。この時期精神状態は不安定であった。
同室者からのナースコールがあり訪室すると、車椅子とポータブルトイレの間に左側臥位で倒れ
ている患者を発見した。 →質問に対して“トイレを済ませた後、立とうとしたがその後はわからな
い。”との事であった。 →看護師に報告。看護師と共にベッドに移動させた。 →左大腿部と左目
尻に内出血があったが、患者にどこが痛いか聞いてもわからない状態であった。 →経過を観察
した。
同室者から隣の人がこけているみたいとナースコールあり訪室するとベッド上に座っておられた。
こけたのかと問うと、手摺につかまっていた、こけていない。２時間後顔面右頬腫脹あり。
同室者ケア中物音がしたので見るとベットとポータブルの間に仰向けで倒れていた。異常なし。
同室者ナースコールあり訪室すると、ポータブルトイレ使用後ズボンを上げる途中バランスを崩し
転倒した。異常なし。
同室者によりナースコールあり。 訪室すると、患者さまは床に座っていた。
同室者に声をかけれ振り向こうとして動いたところベッドから転落したが患者には異常なかった。

背景・要因
夜間の患者状態の把握が不十分。情報伝達の問題もあり。病室の環境整備の問題。

改善策
日勤 準夜勤での状態を把握して訪室を考えていく。ベッドサイドの環境を整えておく。

4～5日前より帯状疱疹による大腿部の疼痛により排泄時の起き上がりが困難であったが、自力 患者のその時の状況を考えて、本人への説明を怠らないようにする。この患者には説明していた
にてポータブルトイレを使用していた。介護側としては、排泄時の起き上がり時に苦痛があった場 がなかなかナースコールを押さず無理をしていた。事故の２～3日前に患者に部屋移動を勧めた
合にはナースコールしてもらうように対応すべきであった。
が拒否された。今回、患者も納得し部屋移動した。ポータブルトイレに手すりを設置した。
頻回の訪床をすべき

動くときは必ずナースコールして頂く様繰り返し説明する

患者状態把握
患者状態把握

ベット柵の指導。頻回な指導。
移動動作再評価し、指導する。ポータブルトイレの位置のマーキング、ナースコール指導。

「降りてみたくて降りかけたが、足がとどかなかった。」と本人。
頻回に訪室する。環境整備をする。
ヒステリー発作で過呼吸と無呼吸を繰り返し、人に気を引いてほしいと言う行動がある。その際に 布団ベッドに交換する。偶発的行動から危険行動になることを予測して関わる。精神症状が強いと
転落した可能性が考えられる。
きには指示を行なう。
11577 同室者のケアのために目を離した隙にＮＧーＴを自己抜去された。
観察不足
患者様についていられない時は抑制をさせていただく。
同室者のコールにて訪室するとベッド横に設置したポータブルトイレの前に座り込んだ状態で発 起きがけの足元がふらつきやすい状態であった。早朝の為暗かった。数日前にはズボンのあげお 訪室回数を増やす
見。排尿しようとしたところズボンの裾をふんで転倒したとのこと。衣類には失禁の後が見られ床も ろしができていなかったこと、又失禁もみられていたとのこと。深夜にレンドルミン１／４錠服薬して
11578
少しぬれていた。パットが放置してあり、ズボン、下着はおろしたままの状態であった。両ひじと右 いた。
大腿部の痛み訴えあり。様子観察中。
11579 同室者のコールにて訪室するとベット際に倒れていた。バイタルサイン異常なく、外傷もない
日中も転落の事実あり、再度起こることの意識が薄かった。遠慮がちな患者である。
４点柵とし、離床センサー設置 頻回な訪室
同室者のナースコールで訪室すると、冷蔵庫の前で尻餅をついていた。冷蔵庫から水飲みを取 患者への指導不足。見守り不足。
車イスに乗車する時はナースコールをするよう指導して、見守りを強化する。
11580 り、そのまま車イスに座ろうとしたが、車イスに届かず、臀部から転倒した。発赤は見られなかった
が、尾てい骨部の疼痛があったので、湿布を貼付しベッド臥床させた。
同室者のナースコールで訪室するとベッドサイドに尻餅をついている。尿器より尿が多量のこぼれ 自分で処理しようとしてすべる
排せつで失敗した時果気兼ねせず知らせるように訪室を頻回にする
11581
ていた。
同室者のナースコールで訪床すると患者様がベッドサイドに転落しているのを発見した。患者様は 観察不足、自分でリモコン操作ができるためベッドを高くしていた事に気づかなかった。
ベッドの高さを一番低い位置にし患者様にも説明した。移動時はナースコールするように患者様に
11582 ベッドサイドのポータブルトイレに移動しようとして転落してしまったと言われた。頭部より転落し、
説明した。ベッド周囲のカーテンを開け、廊下からも観察できるようにした。
頭部を打撲した。外傷なくバイタルの異常もなかった。事故当時のベッドは高くなっていた。
同室者のナースコールにて訪室すると、ベッドサイドに座り込んでいる患者を発見する。看護師二 患者へ車椅子を渡す際の車椅子の確認が不十分であった。また、患者へ車椅子は動くものという 車椅子の点検を行ない、ブレーキがしっかりかかること確認してから患者のもとへ持っていく。移
名で車椅子に戻す。本人の情報では、靴を履こうとして車椅子を支えにすると車椅子が動いて座 認識をもってもらうよう指導ができていなかった。
動が不安であれば、ナースコールをするよう声掛けを行なう。
11583
り込んでしまったとの事。打撲はなしとのこと。車椅子にはブレーキはかかっていたが、空気が無く
ブレーキのかかりが弱くなっていた。
11584 同室者のナースコールにて訪室するとベットの下に座っていた。ズボンをはこうとして転倒した。
患者状態把握
ナースコールの指導。
同室者のナースコールにより訪室すると、ベッドサイドに転倒しているのを発見。左の額に内出
細工をしたナースコールの台数が少ないこと。柵をしばっていなかったこと。
細工をしたナースコールを設置できないときは、柵を縛るようにする。頻回に訪室、様子観察する。
11585 血、疼痛あり。落ち着き無く、頻繁に訪室していた。以前は踏むと鳴る細工をしたナースコールを
使用していたが、他にも危険のある患者がいたため、設置していなかった。
同室者のベットを覗いて回っている所を（同室者からのコール）で発見する。下半身裸で、尿失禁 入院2日目で環境の変化に対応できず不穏になっていると考える。
家族の付き添い依頼。徘徊センサーの設置。
11586 がみられ、床が尿だらけになっていた。左の頬をぶつけたのか打撲と腫脹有り。本人に聞くとまっ
たく覚えがないとのこと。
同室者のリハビリがあったためセラピストが訪室すると、カーテンの奥から｢すいません、助けてく 歩行見守りで、ベット柵はつけていなかった。安全対策が不十分
チーム全員で、再度、転倒アセスメントを元に予防対策を講じるよう指導した。
11587 ださい｣と声がした。カーテンを開けると、バットから落ち床に座り込んでいる所を発見した。「自分
で起き上がりベットに座っていようと思ったのに、そのまま滑り落ちてしまった」と。
同室者の違う患者に薬を配った。患者から、新しい薬が開始されたのかたずねられて間違いが分 マニュアル行動ができていなかったのに注意するものがいなかった
なし
11588
かった。
同室者の家人よりコールあり訪室すると向かいのベッドとの間に仰向けで寝ていた。打撲問うと 失見当のある時もありポータブルトイレ設置しているにもかかわらず移動していた、理解不足。
頻回の訪室とポータブルトイレの使用を説明する。
「頭打った、トイレ行こうと思った」「カーテン閉めようとして転んだ」と色々言われる。シャーレ半分
11589
包帯外れている状態であった。右頭部皮下出血、こぶあり、気分不良なしその後問うと「ふあーと
なってカーテン持ったんやけど破れたらあかんと思って手を放したら転んだ」と落ち着いて話す。
同室者の家族より、Ａ患者が喉をつまらせたとナースコールあり。詰所から病室まですぐに行くが 設備上の問題。点検の不備。
ナースコールが故障している場合もあるので、今後同じような時はナースコールの点検を慎重に
家族の方より、ナースコールをいくら押しても来てくれない、と苦情があった。その時ナースコール
行う。ナースコールが鳴った時はできるだけ早くかけつけるようにする。
11590
が鳴るか確認したが、鳴っていた。ナースコールの履歴を見たが、鳴っていなかったので、慌てた
為にナースコールを押せてなかったのかと思ったが、翌日、ナースコールの故障が分かった。
11591 同室者の家族よりコールあり。ベッドとポータブルトイレの間に尻餅をついていた。
トイレに行こうとしたら滑った
環境を整え 柵は４箇所にし日中でもコールしてもらう
同室者の患者様からナースコールがあり、訪室すると患者様が車椅子から転倒して床にねそべっ 家人とのコミュニケーションが不足していた。家族まかせでなく、家人がいつも夕食後に声賭けを 意識障害のある患者様は訪室を多くし、看護しサイドで危険を回避せねばならないため、食後は
ていた。妻が少し前まで部屋におり、帰宅した後の出来事であり、看護師は妻が部屋にいるものと した患者様をベッドに移送するべきでだった。
しっかりをベッドに移送する。
11592
思い込んでいた。看護師２人で患者様をベッドへ移送誌、バイタルサイン測定、外傷の有無を観察
し医師へ報告を行った。
11593 同室者の患者様の配薬間違い
思いこみ
再度確認
同室者の食事セッティングをしていたころ、患者本人のベッドのあたりから大きな物音がした。行く ロッカーの物を取る時、手の届きそうにないところの物を取る時は看護師を呼ぶように伝えておく 患者から安心して依頼できる態度で対応する。
11594 と患者が床に転落していた。本人は意識明瞭、外傷なし。本人はロッカーの物を取ろうとして横着 こと。
をしたら転がってしまったとのこと。
11595 同室者の食事を下げようと思い病室にあったバギーに足が引っかかり転倒
室内の環境を整備すべき
足元に気を付け歩行するよう説明する。下膳は看護師が行うことを説明する。
11596 同室者の棚からポリデント2個を口に入れたが、介護士が発見し吐き出させる。
観察不足。薬に関しての周知はしていたが、異食としてとらえていなかったことで再発。
食と異食のアセスメント実施。ナースセンターでの観察実施。
同室者の知らせで訪室すると、ﾍﾞｯﾄﾞ右脇の床にﾍﾞｯﾄﾞ柵を握り座っている患者を発見。ﾄｲﾚに行こ 転倒・転落の危険度?の状態であるが、ｱｾｽﾒﾝﾄ、予防策、ケア計画が出来ていない。又、家族は 転倒ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（ﾍﾞｯﾄ柵を２柵から４柵へ変更、家族
11597 うとして、滑るように座ったと話される。付き添い中の家族は食事で不在だった。
付き添ってあるが、黙って患者の側を離れるなど、家族へのﾘｽｸの説明及び指導が不足してい
にﾘｽｸの説明と指導：側を離れる時は声をかけてもらう））
る。
同室者の点滴抜針にて訪室したら、寝具に血液汚染を発見、翼状針と点滴セットの接合部がはず 臥床中の点滴にて、何らかの原因で接続部はずれたのを、本人も気付かない間に起こってしまっ 点滴中の患者の場合、必ず頻回の点検確認が必要である。看護者の意識を高め、巡視していく
11598
れており、そこからの出血であった。
た。
必要がある。「点検マニュアル」もあるといいかもしれない。
同室者の排尿介助に訪室すると、患者がベッドサイドに座り込んでいた。
外泊後より不穏行動があった。「寝かせて」「起こして」のナースコールが頻回にあり、それまでは 不穏行動やトイレ移動などを考慮する。患者・家族指導を行う。
11599
必ずナースコールがあったため、呼ばれるという看護師の思い込みがあった。介助していたので、
ベッド柵が片方はずれていた。
同室者の排尿介助のため、車椅子トイレからその患者を連れて戻ってきたところ、隣ベットの患者 同室者の車椅子の音で目覚めた為、トイレに行こうと思ったようだ。日中からふらつきありて、尿意 最近歩行がしっかりとしていない患者様だったので、歩行補助具の設置など、対策をとっておくべ
11600 が床に倒れている。本人は、トイレに行こうと思って立ったら、ふらっとなって倒れたとのこと。右肩 時はNsコールするように話していたが、自力で何とかしようと思ったらしくふらついたようだ。
きだった。
を倒れた際ぶったとのことで、痛みあり。
11575
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具体的内容
同室者の排泄処置中に看護師を呼ぶ声がしたのでベッドサイドへ行くとマイコスポール液を手に
持ち「目薬はこれでよかったね」と尋ねられる。本人へ問うと新しい目薬と思い両眼に塗布したとい
う。床頭台の上にあったのを自分で取り出し間違って服用した様子。当直医に報告しボール水で
洗浄を行った。
同室者の報告により患者様がベットから落ちてしまったとのこと。訪室した時には自力でベットに上
がり臥床されていた。
同室者も本人も不穏が強く、体動も激しかった為頻繁に見回りしていたが、物音があり病室へ行く
と、柵を乗り越えて床に転倒していた。「左肩が痛む」と話されるが、腫脹、内出血は見られなかっ
た。
同室者より、コールがあって訪室すると車イスのブレーキをかけ忘れたらしく、床に座り込んでい
た。車イスよりずり落ちたらしく、訴え特になし。BD測定しドクターに報告。本人はどうもないとの事
により笑顔あり。 昼には入浴してシャワー浴も実施している。
同室者より、となりの患者さんが床へ座っていると連絡あり訪室すると床へ足を投げ出して座って
いた。同室者の話によると音が(大きな）しなかったし、ワーカーさんの話では車椅子はベットより離
れたところに置いておいたとの事。結果として靴を一人ではき、ベット柵をはずして(ベットの足の方
へきちんと収納してある）自分でベットよりすべりおち車椅子を引き寄せたと思われる。
同室者より、本人がベッドから落ちたとの連絡あり。訪室すると本人がベッドサイドの床に座り込ん
でいた。どうしたのか問うと、床頭台のものを取ろうとしてバランスを崩し、そのまま尻もちをついた
とのこと。バイタルサイン異常なく外傷みられず。主治医、病棟師長に報告する。

背景・要因
改善策
痴呆度？a、ベッドサイド伝い歩き状態。目が見にくい・充血している等の目薬に対する訴えが無 痴呆等がある場合は、外用薬・点眼薬はベッドサイドには置かず詰所管理とする。マイコスポール
かった。１日４回定時に点眼を行っていたが、自分で床頭台お上の物を取れるとは思わず判断を の容器は先端を圧迫しないと液が出てこない仕組みなので、どのくらいの量が目に入ったかは不
誤った。
明。
観察が不十分であった。ご本人には転落の記憶がなく痴呆の悪化傾向が見られる。

観察指導を十分に行う。

頻繁に見回ってはいたが不足だった。

患者様の行動を十分に観察する。

患者への医療機器による説明

ブレーキのかけ忘れと本人が話すため、車イスでの移動時の注意の説明等を患者が納得するま
で説明し、注意をよびかける。

１）ＮＳコールを押さず歩行出来ると自分で思っているためへの指導不足。２）以前、夜になると家 ＮＳコールを押すよう指導していく。又、歩行できない事を自覚する様説明。最終的に４点柵のは
へ帰る等の訴えのあるＰＴであったがこの頃理解力ある会話も数多かったと思っていた介護者の ずせない工夫。センサーマット使用を考えていく。定期的にカンファレンスをし患者の精神的状況
認識不足。
やＡＬＤの状態をしっかり把握していく。

本人にベッドから離れる時にはナースコールするよう説明していたが、ナースコールされなかった
こと。ベッドサイドで尿器にて自己採尿されていたため３点さくにしていたため一人でベッドから離
れることが可能な環境にあったこと。本人に右不全麻痺があり、バランスを崩して転倒・転落する
危険があることを説明し注意していたが、本人が入院前と同じように動けると過信しており一人で
動いてしまったこと。
同室者より「誰か落ちた。」とナースコールあり、訪室すると患者はベッドの左側に立っており、以 入院当夜であり、入院前より認知障害との情報あり、入院後も不穏行動あるため頻回に訪室して
下のように話した。「ベッドから降りようと思い、左側のベッド柵と頭元の柵の間から出ようとしたと いたが、事故の発生を防げなかった。入院による環境の変化と手術前の緊張状態が認知障害を
ころ転倒した。その時、左額部を打撲した。」打撲部腫脹軽度みられた。
憎悪させた。２０時にハルシオン１錠内服したが、更に１錠内服しており、興奮状態であった。
同室者よりＮＣがあり、訪室すると、ベット左側の床に仰向けになり横になっていた。ベットは4点柵 うーご君の装着忘れ（ルール違反）
のももになっていたが、臥床時は装着するはずのうーご君は装着していなかった。落ちた物音はな
く、同室者がトイレに行こうとして発見した。
同室者よりＮＳコールあり、訪室するとベッド上に臥床されていた。ベッドの足元の柵を取ろうとして 病棟間の申し送りの不備
ベッドより滑り落ち持っていた柵で前頭部痛あり。当直医の指示で経過観察とした。
同室者よりコールあり、ベッドサイドに座り込んでいる姿発見する。問うと「昼食は端座位になり、 動くことに対して意欲がでてきていた為、一人でテーブルを戻そうとすることは考えられた。リハビ
オーバーテーブルで食事をし、食事が済んだからテーブルを足元の方に戻そうと思ったらベッドか リが始まっているがまだ、立位は一人では困難であった為、端座位になっていたことで転落の危
ら滑り落ちてしまった。」と話す。
険性があった。
同室者よりコールあり、訪室するとベッド足元に患者が倒れていた。トイレに行こうとしたという。右 以前より転倒しており、ナースステーションに近い部屋への移動やベッド柵３ヶ所使用、徘徊セン
側頭部腫脹あり。その他異常なし。主治医診察し、様子観察となる。
サー設置など、対策を立てていた。患者の気持ちを尊重し、フォーレ留置はせず、トイレ歩行介助
していたが、もう少し早い時期にフォーレ留置を考慮するべきであった。
同室者よりコールあり。訪室するとベッド左側（床頭台と衣装ケースの反対側）にパンツ１枚はき、 全盲であり、入院２日目ということもあり病室内、ベッド周囲の環境になれていなかった。看護師も
上半身裸で座り込んでいた。本人へ何をしていたか確認すると「汗をかいて着替えようとしていた 患者の更衣について把握していなかった。
らすべった。頭もおしりもどこも打っていない」と答えた。その後同室者より「いつも裸になり洗面タ
オルで体を拭いていて危ないと思っていた」又「頭から落ちたようだった」との情報を得た。打撲
跡、出血、疼痛、気分不良なくバイタルサインも異常なかった。
同室者よりｺｰﾙあり訪室。ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ床にうつ伏せ状態の患者を発見。ﾍﾞｯﾄﾞ柵に設置してある尿器 癌末期の状態で転倒・転落の危険性あるにも関わらず、アセスメント不足で、予防策及びケア計
を取ろうとして頭から落ちたとのことであった。
画の立案も出来てない。
同室者よりｺｰﾙあり訪室。ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞ床の足元側に倒れている患者を発見。右下肢ｼﾋﾞﾚありX-P結 高齢で発熱が見られているのに、転倒転落のアセスメント、予防策、ケア計画の立案ができてい
果、以前からの圧迫骨折の所見であったが、ﾍﾞｯﾄﾞ上安静・バルンカテーテル留置となる。ポータブ ない。
ルﾄｲﾚに行こうとしてフラツキ倒れたと話された。
同室者よりコールあり訪室。ベッドの左側の床に座っているところを発見。
左側の柵が中央に一つされているだけであった
同室者よりコールあり訪室するとベッドと床頭台の間に倒れていた
こぼれたお茶を片付けようとして倒れた
同室者よりコールあり訪室すると仰向けに転倒していた
同室者よりコールがあり訪室すると、杖をもってベッドサイドの足元で座りこんでいる所を発見し
た。
同室者よりとなりの方が転んで血を流しているとの報告あり。訪室してみると下口唇きれていて出
血あり。一人でトイレへ行こうとして転倒したらしい。
同室者よりナースコールあり、ポータブルトイレに行こうとして転倒した。
同室者よりナースコールあり、看護師が訪室したところ、患者が自力で車椅子からベッドへの移乗
時に、ストッパーが甘く、車椅子が動いて滑り落ちてしまったという。打撲箇所の確認をし、主治医
に報告。臀部痛軽度で、発赤、熱感、腫脹はなく経過観察となる。自力で移乗する意欲があり、普
段は実施できている。
同室者よりナースコールあり、床頭台のみかんを食べようとして転倒した。
同室者よりナースコールあり、大きな音がしたから見るとこけているとのこと。患者に状況聞くも覚
えておらず。転倒したことも分かっていない。6時ラウンジにでていた。そこからベッドに戻ろうとした
際、転倒しとようす。また同室者より転倒時ベッドの角で頭部打撲したようだと。後頭部一ヶ所頭皮
赤くなっており、頭痛、ふらふら感あり。当直医にて診察うけ経過観察となった。
同室者よりナースコールあり、訪室するとベットサイドに座り込んでいた。トイレに行きたかった様
子。異常なし。
同室者よりナースコールあり、訪室するとベットの下に座っていた。トイレ移動する際転倒したもよ
う。
同室者よりナースコールあり、訪室するとベッド下に仰臥位になっていた。
同室者よりナースコールあり、訪室すると患者がベッドサイドに腹臥位状態でうずくまっていた。患
者様には難聴があり、転倒か転落か尋ねるがはっきりしなかった。
同室者よりナースコールあり。訪室すると患者はベットとベットの間にしりもちをついた状態でベット
より滑り落ちておられた。速やかにバイタルサイン測定も問題なく、打撲痛もなかった。 本人より
「タオルを取ろうと思ったら落ちた」とのことだった。
同室者よりナースコールあり。訪室すると病室のトイレと洗面所の中間地点で尻もちをついてい
た。昨夜より眩暈があったが、がまんしてトイレに行ったとのことであった。

トイレに行こうとして足元がふら付いた
通常はナースコールを押していただいていたので、排尿時には教えていただけると思った。点滴
終了し、排泄後消灯した。
看護師の説明・観察不足

本人に移動時は必ずナースコールをするように再度説明した。L字型のベッド柵を追加し４点柵と
した。現在急性期であり、麻痺もみられるため一人で動くと転倒・転落の危険があることを説明し
た。
家族に状況説明し、転倒・転落のハイリスク状態であることを理解してもらう。ベッド柵４本使用・移
室の時期は患者の状況を見ながら、検討する。徘徊離床センサーの導入
プランを確実に実践する事を指導。緊急カンファレンスを開いた
転室したばかりで環境の変化に戸惑いがあったと思われる。前室と同じ環境にするよう努める。
オーバーテーブルにストッパーをかけ動かないようにする。一人では動かないように何度も説明す
る。訪室の回数を増やす。
患者の行動を理解し、状況を考えた上で、危険性の回避、行動制限との選択をして実施する必要
がある。行動制限の目的も含まれるフォーレ留置については、本人、家族の了解の上で実施す
る。
ベッド柵を枕元にも使用、更衣時看護師が介助する。患者にも説明し、汗をかいたときナースコー
ルするように理解を得る。

転倒ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（排尿パターンを掴み、尿器はﾍﾞｯﾄﾞ
柵に設置しない監視下での排尿。
転倒転落アセスメントスコアの評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討。監視下排尿、
ポータブルトイレは設置しない。患者及び家族へのリスクを含めた説明と指導。
左側の柵を二ヵ所にする 頻回の訪室
首から重いものを下げている為 床に落ちたものを拾う時果無理せずにナースコールするよう説
明する
排泄時移動時は必ずコールするよう再度説明する
排尿パターンの把握 排尿誘導
観察を強化する

患者状態把握、環境整備。
・スタッフの確認不足 ・患者の不注意

移動する際はナースコールするよう指導。
・患者へ、移乗時は転落・骨折の危険があるので慎重に行うよう指導し、不安なときはナースコー
ルを利用するよう説明

患者行動範囲の評価正確にする
今回の入院、今までの入院でも転倒をしたことがあった。また、このところつじつまの合わない言
動がみられ、6時にラウンジに一人でていた際、一緒に戻ろうと声かけたが、まだいるとのことで
あった。その間他の患者の対応をしていたところ転倒した。一緒に戻るところをもって念をおして関
われていなかった。ベッドに戻るまできちんと見守る事ができていなかった。また、スリッパ着用で
あり、杖を使用してなかった。患者自身の認識が大丈夫だと思っていたところがあった。朝であっ
たが、まだ同室者睡眠中であり、部屋の電気はつけていなかった。
患者状態把握

ナースコール指導退室のたびに行う。
本人に転倒の危険が強く、移動時は看護師に声をかけてもらい一緒に行動していく。患者が一人
で行動している際は、ベッドに戻るまで付き添う。訪室したり、一人行動したりしている際はその都
度転倒の危険性を説明していく。

患者状態把握

ナースコールの指導、徘徊センサー設置、頻回な訪室、環境整備をする。

ベッド周辺の環境整備不良。
ベッド柵を１本のみ使用していた。移動時、ナースコールを押すように説明が不十分であった。

私物の整理整頓、起立時の注意を促した。
ベッド柵を２本設置した。品回の訪室とナースコールを押すように指導した。夜間、ポータブルトイ
レの設置をした。
ベット柵固定

転倒
トイレは自立していたので、眩暈時の対応について説明不足だった。本人の認識の甘さとナース
コールすることに遠慮があったのか。
448

ナースコール指導。

転倒転落のアセスメントスコアをとり、眩暈時の対処法を患者に説明しておく。

11630

11631

具体的内容
同室者よりナースコールあり。訪室すると病室の中央でしゃがみこんでいた。トイレへ行こうとベッ
ド柵を乗り越えたため、転落、転倒し、頭部、殿部、左上肢を打撲した。バイタルサイン、意識レベ
ルの低下はなく主治医に報告するが、様子観察の指示あり。頭等は打ったところはないと言われ
た。
同室者よりナースコールあり。右側ベッド柵のその間より下りようとして尻餅をついているところを
発見する。
同室者よりナースコールありベットからカーテンを閉めようとして転倒する。異常なし。
同室者よりナースコールありベッドの下に横たわっている
同室者よりナースコールあり訪室すると、ベッド右側の柵をつかんだまま、ベッドのほうを向いてパ
ジャマは脱がない状態で床に尻もちをついていた。同室者は、「まったく物音がしなかった。看護師
を呼んでくれと本人に頼まれてコールした」と答えた。食事途中尿意あり、排尿しようとあわてて
ベッドからポータブルトイレに降りようとして膝折れして尻もちをついたようであった。外傷はなく、
バイタルサインも安定していた。意識レベルも問題なかった。下肢筋力の低下あり、本人もけいれ
ん様に下肢がぴくぴくする感じを自覚していたと話す。

背景・要因
観察不足・説明不足

排尿のためトイレヘ行こうとして落ちる

ベッド柵を増やす 室内の照明を明るくするモニターで見えるよう監視する

環境整備
トイレに行こうとふらつく
・排尿は今まで一人でポータブルトイレに移動し、問題なく出来ていたが、当日午前中はぼんやり
感あり、時々意識がぼーっとすることがあった。 ・看護師は昨日と意識状態に変化があると気づ
いていたが、排泄時には必ずナースコールするようにと説明を十分していなかった。アセスメント
11634
が不足していた。 ・下肢筋力の低下ありリハビリ中であったため、排泄時はナースコールするよう
に指導していたが、忘れていたのか遠慮したのか慌てていたのかナースコールしてこなかった。
・ポータブルトイレの位置は、ベッドに垂直になっており柵につかまって１８０°回転しないといけな
い位置であり、患者には適していなかった。
同室者よりナースコールあり訪室すると、患者がベッドの足下で座り込んでいる。ずるずると滑った 痴呆症状も強く、歩行困難にもかかわらず、勝手に行動してしまう。下肢浮腫強く、靴なども履きに
11635
ようで特に異常なし。
くい。
同室者よりナースコールあり訪室するとベッドサイドでうつ伏せになり倒れていた。うつ伏せになっ 観察不足
ていたためにＳＰＯ２が８８％に低下し顔面チアノーゼが見られた。すぐに吸引及び酸素投与し改
11636
善した。患者様は酸素２リットルで吸入中であった。家に帰ろうと思いベッドから降りたとのこと。
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改善策
移動時は看護師を呼ぶように説明した。 ベッドから降りる時はベッド柵を乗り越えないようにベッ
ド柵を降ろして静かに降りるように説明した。 不穏行動があるようなら早めに抑制等の措置を行
う。

ナースコール指導、頻回な訪室。
ふらつきがある時はナースコールを押すよう説明する
・ベッドに対しポータブルトイレが垂直に置いてあり、移動時体を１８０°回転させなくてはならない
ため、患者と相談し、ポータブルトイレの位置をベッドに９０°になるように設置して、移動練習を
行った。 ・トイレ移動時は必ずナースコールするよう再指導した。 ・ナースコールしないことが予
測される為、できるだけ患者の排泄パターンを知り、排泄を促すまたは介助をするなど働きかけ
る。 ・患者と相談したポータブルの位置でうまく移動できない場合は、理学療法士にポータブルト
イレのセッティングや移動動作の指導を依頼する。
環境を整え、巡回を頻回にして観察していく。
頻回に訪床し観察する。転倒転落チェックリストを使用し防止対策に努める、

同室者よりナースコールあり訪室するとベット柵を乗り越え窓側まで移動し倒れていた。異常なし。 患者状態把握、管理方法

痴呆あり、説明するが理解得られにくく、頻回な訪室が必要。

同室者よりナースコールあり訪室すると室内洗面の前で尻餅を付いている
同室者よりナースコールあり訪室すると床に患者様を発見する。ポータブルトイレに移動しようとし
て転倒されたとのこと。後頭部に直径５ｃｍほどの腫脹あるも出血なし、意識レベルも良好であっ
た。
同室者よりナースコールがあり、訪室したところ、病室の入り口で患者が四つんばいになってい
た。トイレに行こうとしたとのこと。打撲・外傷などはなかった様子。興奮していたので、車椅子に乗
せ、水分をとらせたのちナースステーション横で休ませた。
同室者よりナースコールがあり、訪室するとベッドの下に患者様がおられ、すべったと言われる。
ベッドから降り消灯台の上のものを取ろうとして手がベッド柵から離れすべり落ちる形で左背部、
臀部を打撲した様子。打撲した部位痛み、発赤あり。バイタルサイン著変なく、麻痺みられず。主
治医報告し経過観察となる。
同室者よりナースコールがあり、訪室すると患者が転倒していた
同室者よりナースコールがあり、訪室すると尻もちをついていた
同室者よりナースコールがあり病室へ行くと、頭部側のベッド柵をはずしベッド脇に座っている患
者様を発見する。車イス乗車にて身体確認。頭部痛軽度訴えあるも、内出血等なし。本人に聞い
てみたが、特にどこかへ行こうとした訳ではなく、動こうとしたらしい。

ふらつくようなら採尿時付き添う旨伝える
ポータブルトイレを設置せず、排泄時はナースコールを遠慮なく押すよう再度説明する。部屋を
ナースステーションから近い部屋にする。看護師がわから排泄を促す声賭けを行っていく。

排尿後にふわっとしてこけた 一担ベッドサイドで転倒してからここまで転がったとの事
ナースコールで呼ぶことは分かっていたが、看護師が急がしそうで世話かけたらいけないと思って
と患者様は話される。 歩行時にふらつきがあり、介助が必要な患者様であった。 排尿パターン
のアセスメントが不十分であった。
・危険予測が不足していた

・患者の精神状態が不穏なときは、場合によっては部屋移動をする。

乳癌であり骨転移、肺転移している患者様でオキシコンチン内服していることもあり転倒する危険 薬の副作用もあり転倒する危険性が高いこと伝え、一人では動かないように指導した。
性は高かった。移動の時はほぼ家族の介助で行っていたが、転倒時は一人であり一人で行動し
てしまった。履いている履物がスリッパであり転倒しやすかった。
ベットからトイレへ移乗しようとしていた
観察不足
左片麻痺があり、起立や歩行も不安定ではあるが、１人で動こうとする傾向があり、以前より対策
を立て注意していた。事例が発生したときも、ベッド柵が自分ではずせないよう、ひもで結び、床に
足を着けるとなるナースコールを設置していたが、ひもをはずし、ナースコールを設置していない
側から降りたため、気付くのが遅れた。
・見守り、巡回の不備 ・患者の理解力低下

同室者よりナースコールがあり訪室すると、ベッドとポータブルトイレの間の床に患者が座り込ん
で、立てないでいるのを発見する。靴下を履いたまま立ち上がり、前傾から尻もちをつくように座り
込んでしまった様子。全身観察し、打撲見られず、発赤・熱感・腫脹見られず、主治医報告後経過
観察となる。
同室者よりナースコールがあり訪室すると、ベッドとポータブルトイレの前に尻もちをついていると 左不全麻痺あり、1人での移動には危険があった 時々、理解に乏しい時がある 手の届く所に
ころを発見する。1人でポータブルトイレに移動しようとした、ベッドからずり落ちた等本人よくわかっ ポータブルトイレを設置してしまった
ていない様子。
同室者よりナースコールがあり訪室すると、患者が床頭台の前にしりもちをついている所を発見す ナースコールを押してくださいと話しても理解していない患者であった
る。リハビリパンツを取ろうと思ったが足をすべらせてしまったとのこと。
同室者よりナースコールがあり訪室すると尻もちついたと言われる。ブラインドを開けようと思い片 転倒経験があり、履き物の指導は行っていたがスリッパを履いていた。
手を上げたときにバランスを崩し、またスリッパを履いていたとのことですべって尻もちをついたと
のこと。歩行は、杖を使用している。
同室者よりナースコールで転倒発見する。申し送りをしていたので同じチームの看護師が発見す 患者は安静度があがりバルーン抜去し、ポータブルトイレに移動できるようになったが、筋力低下
る。
があり、ひとりでは安心してできない状態であったとおもわれる。
同室者よりナースコールで訪室するとベッドサイド横ポータブルトイレ前でしりもちをついていた。 パーキンソン・リウマチがあり関節可動域や動きに制限があった。ナースコールを押すように言っ
床に尿が零れており滑ったと言われる、ゴミ箱におむつパットが入っていたり尿失禁もされて立っ ていても自分でトイレ歩行したり同室者が見守ったりした場合もあった。Ｔバー使用でポータブル使
てはくパンツをロッカーの中より取ろうとしたと言われる。
い排尿後、尿零れ自分の尿で滑った。
同室者よりナースコール有り。訪室すると床に座り込んでいるところを発見。本人より滑って転んだ 痴呆もあり、常に行動予測をしていなければならなかった。
との発言。 後頭部、左臀部打撲したとのこと。
同室者より音がしたとナースコールがあり、患者がトイレに移乗する際、ベットから転落していた
下肢、歩行障害
同室者より患者がベッドの下に落ちていると報告あり。ベッド４点柵は外れていた。２日前より不穏 思いこみ（動けるはずがない）
行動が見られたため安全ベルト使用予定であった。バイタルサイン測定後主治医に報告。様子観
察の指示。
同室者より患者が床に倒れていると報告あり。訪室すると、ベッドの足元の辺りに横に倒れてい もともと自己にて体位変換もされないため、2時間おきに体位変換を施行していた。自己にて動か
た。意識レベル変わらず、バイタル著変なし、本人はどこも打ってないとのこと。打撲、外傷なし。 れると思っていなかったこともあり、予想がつかなかった。
同室者によると、転落したような物音はきこえず、起こして欲しいと声だけきこえたと。ベッド柵は四
点柵にしてあったが、足元の転落したと思われる側のみ一点、自己にてはずしていた様子。夜勤
師長に報告、本人に変わりないため、朝まで経過観察する。
同室者より他看護師にベッドより転落しているとの報告あり。訪室するとベッド足元に尻もちをつ 1人で動くことはないと思い危険予測ができていなかった、ベッド柵を4点していなかった
き、他看護師に支えられているところを発見する。他看護師と抱えてベッドに戻る。靴下が脱げた
ので自分ではこうとしたと。ナースコールはベッド上にあったが、落ちた側の足元のベッド柵はして
いなかった。外傷・意識レベル低下なし。主治医に報告する。
同室者より知らせがあり訪室すると、左不完全麻痺と持続点滴のある患者さまが床に座り込んで 自分で排尿後バランスを崩し転倒してしまう｡患者様には排泄時ナースコールで知らせていただく
いる。
よう説明してあったが1人で実施してしまった様子｡ベット柵が２個だった為、降りやすい状況であっ
たと思われる．
同室者より転倒されたとナースコールあり。ベッドサイドにて起立している点滴スタンド、ゴミ箱が倒 ベッド柵２個しか使用していなかった 点滴台を近くに置いておいた
れていた。
同室者より点滴が抜かれ枕元にあった。挿入部に包帯が巻かれていたが、そのままであった。
・点滴の固定に問題があった
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訪室時に声かけ、トイレの誘導をする。ナースコールを手の届くところに置いておく。
訪室時の声かけ。ベット柵を4本にし、低床にする。1人で降りては、危険なことを伝える。
巡視をもう少し頻繁に行うことや、動く気配があるときは、車イスに乗車させて目の届く所につれて
くることなどが必要だと思う。
・床上時は靴下をぬぐよう声かけをする ・ナースコールの説明 ・巡回数の増加 ・車椅子乗車を
勧め、スタッフ及び他の患者とホールにて過ごす時間を増やす
ナースコールを電話だと間違っていたので、再度説明をした。ポータブルトイレを見えないところに
移動した。
ナースステーションに近い病室に移動する
再度履き物の指導。ブラインド等は看護師が行うことを説明する。
患者にはするときナースコールするよう説明されていたが、危険予知はできていたので頻繁に訪
室することがぬけていたと思う。
排尿時には、必ずコールするように再度説明する。夜間枕灯を点灯する。
離床センサーなどの設置。行動時はナースコールするよう繰り返し説明する。
トイレ移乗時は、ナースコールを押す
予測される計画を。思いこみは厳禁。
四点柵を固定する、また必要であれば離床センサーを装着するなどの予防対策をとる。最近では
車椅子でダイニングルームにて食事摂取していただくなど、活動範囲が広がってきているため、Ns
サイドで危機的意識をもって対応していく。
ベッド柵を4点柵とする、1人で動かないように伝えておく

バイタル測定、寝具、寝衣交換し主治医へ報告｡ベット柵４個使用し、今後も必ず排泄時はブザー
で知らせていただくよう訪室時は必ず説明
ベッド柵を４個にし観察室に移した。テレビモニターでの観察を行えるようにした。
点滴部位に固定について統一してあったが、確認した。

具体的内容
背景・要因
改善策
同室者より連絡あり訪室。ベット足元付近に膝折れ座り込んでいるＡ氏を発見。ＴＶリモコンを拾お ・患者がスリッパであり靴の着用をしていなかった。 ・患者自身が自己の筋力の程度を認識でき ・患者に活動時は靴の装着を促す。 ・看護師・患者で転倒の可能性を念頭におき、筋力低下の
うとし、膝が立たなくなり、そのまま転倒したとのこと。左膝痛ありも膝立て可、しびれ増強なく、一 ていなかった。 ・看護者が患者の筋力低下の程度を認識できていなかった。
程度を互いが認識し入院生活が安全・安楽に送られるようにする。
11659
部介助で立ち上がり行え、ベットに戻る。主治医報告・診察あり、左膝レントゲン撮影の指示ある。
11660
11661
11662
11663

11664

11665

11666

11667
11668
11669
11670
11671

11672

11673

11674
11675
11676
11677
11678
11679

11680
11681
11682
11683
11684
11685

同室者より連絡があり、訪室してみると患者様が、ベットの横に転落されていた。
観察不足
同室者より連絡があり、訪室すると患者様が転倒されていた。
ベットから車椅子へ移乗時、ストッパーをかけずに移乗したため、転倒された。
同室者家人よりナースコールあり、訪室するとベットの下に座っていた。異常なし。
患者状態把握
同室者家族よりナースコールあり、訪室すると、カーテンを閉めようとして転倒、同室者家族がベッ 環境整備
トの方へ抱きかかえていた。頭部裂傷ありＣＴ撮影異常なし処置する。
同室者付き添いがナースステーションまで、｢患者が車椅子がら落ちた」と知らせに来た。訪室する 昼食の為、ベッド方車椅子へ移動介助した。食事中、様子を見に訪室したら、患者様家族が来院
と、車椅子の前に置いたオーバーテーブルの下に患者様が倒れていた。左側胸部辺に疼痛訴え していた。帰宅する際声をかけるよう話すのを忘れ、その場を離れた。
あり。その他入院原因の左上腕痛訴える。その他疼痛訴えなし。看護師2人で抱えてベッドに戻
す。
同室部屋で隣あった患者様の経管栄養をつなぎ間違えてしまったこと。
薬を注入する時まで、口に出して名前を確認していたものの イリゲーターを次につなぐ段階で間
違えてしまったこと。
同種末梢血幹細胞移植後・生着を確認した患者。ADL：関節の拘縮・全身の筋力低下・右動眼神 ・筋力の低下・関節の拘縮・麻痺の状態であり、現在のADLを患者自身が理解できていなかったこ
経麻痺・左顔面神経麻痺・嚥下困難を生じ、ADLベット上にて徐々に拡大途中・レベルクリア・自己 と。 ・家族の付き添いがない状態であり、「患者1人」である状態を重要視していなかったこと
にてナースコールできる。状態落ち着いている為、モニター監視を中止・連日付き添っていた家族
も都合により当日は21時より不在していた状況。21時巡視時3点柵で入眠中（眠剤不使用）22時巡
視時ベットサイド床で正座した状態の患者を発見。自力ではベットへ戻れず。両膝窩・左踝を圧
迫・打撲。当日PLT3.3万バイタルサイン変動なし。DRへ報告し診察・経過観察指示うける。その後
精神状態不安定であり、ナースコールも押せず。頻回訪室し、ベット柵4点とし、柵は敷パットにて
カバーする。不眠時指示の生食100ml+セレネース1A点滴し、入眠。その後は大きな危険行動見ら
れず入眠できる。
同職者がDX測定、インスリンの皮下注射が終わっていたが確認を依頼され、その看護師が場所 看護師間の伝達、確認不足。
を離れた。インスリンをまだ行っていないと思い込みインスリンの皮下注射を施行。倍の量を投与
したことになる。医師に報告し、２１時に再度測定を行うとDX82mg/dlであり、低血糖となっていた。
捕食を行い低血糖症状は改善された。
同姓、同食種の方の食事を間違えて配膳してしまった。翌日看護師より指摘を受けた。
確認不足
同姓でお名前もカタカナで二字違い年齢も二歳違いの患者さんから間違えて採血し検査に提出し 患者さんの姓名の確認方法が安易であった
た 検査データが出た時点で、指示を出した医師がおかしいと気付き 取り違いが判明した 改め
て指示のあった患者さんから採血をした
同姓で名前が違う患者さんの血液発注伝票がカルテに貼ってあることを、病歴室が発見した。
確認しないでカルテに伝票を貼った。
同姓の患者が２名おり、違う患者に心臓エコー、ＭＲＳＡの検査をさせてしまった。検査室へ電話を 同姓の場合の確認事項をチェックしなかった。
したが既に実施したあとであった。患者に謝罪し、本来受けるべき患者には実施していただいた。
医師・上司に報告した。
同姓の患者が隣同士の部屋でいたため、医師が誤ってIDをプリンターしてしまった。看護師も確認 同姓ありのシールが貼ってあったにもかかわらず、しっかりチェックできなかった。慌てていた為思
しないまま、検査箋と検体をあわせて提出してしまった。翌日医事課の方が気が付き報告があっ い込みがあった。
たことで気付く。
同姓の患者さんが2番違いで診察を待たれていた。診察室への呼び込みを行い名前確認をした 業務手順、ルール、チェックの問題 情報の伝達・連携の問題
が、苗字のみの確認であった。診察開始（問診）すぐに誤認に気付き診察を中止し、この患者さん
ご本人の電子カルテをひらいた。もし気付かなければ、誤診に繋がり、大きな事故に繋がっていた

足元のベット柵がなかったため、頭のベット柵を中央にして対応した。
ストッパーをかけることを時々忘れることがあるため再度説明する。
ベット柵の紐がきちんとくくってあるか確認する。
カーテンは閉めていたが本人に確認してもらい、納得してもらってから退室する、外泊後でもあっ
たため精神面変化があったと思われるので、声かけ、頻回な訪室をする。
転倒・転落リスクがある患者様が車椅子移動している際は、なるべく看護師の目の届く位置で観
察を行うようにする。 転倒・転落リスクがある患者様のところに面会者が来ている際は、ベッド
内、車椅子乗車中に限らず、帰宅する際は看護師に声をかけるよう説明をする。
メニュー違いで二人並んでいたもののボトルに記載してある 名前の確認もするように徹底する。
・夜間は4点柵の実施・柵へのカバーを行う ・患者の現時点でのADL状況を考え、転倒・転落を予
測した対策をとる。

インスリンの注射を行ったか確認を行い施行すべきだったとおもいました。

間違えやすい場合をピックアップしておき、配膳の前に際確認する。
患者さんの姓名確認方法の徹底（ご自分のお名前を言って戴く）。名前だけでなく病室・ベッド位置
を採血時の確認事項とする。
患者氏名はフルーネームで確認する。
リスクを考慮し、ナースへの伝達ボードには同姓者を表示してあったにもかかわらずおこってし
まった。表示等をしっかりと確認すること、フルネームで呼ぶこと等を改めて注意した。
IDプリンターは間違いがあると思い、必ずカルテと伝票の名前を照らし合わせて確認する必要が
あると思う。提出する際も再度確認をして提出する必要があると思う。
同姓患者がいることをスタッフ間で確認 フルネーム確認

同姓の患者さんに間違って食事を配り、欠食中の患者さんが食事を摂取された。

不注意

同姓の患者に薬を渡したが、他の看護師が発見し服用にはいたらかった。
同姓の患者のＩＤカードの印字を間違え、すぐに医師に指摘された気づいた。
同姓の患者の検体が出され、１人は至急だったが、違う方の検体を至急で処理した。
同姓の患者の食事を間違った
同姓の患者の薬を取り間違えて、服用させてしまった。姓名のみの確認で、フルネームでの確認
を怠った事によるミスと考えられる。医師に報告・診察を受け、頻回なﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸの指示を受け
る。さらに本人に対しても、誤薬したことを説明し、謝罪する。さらに今後起こりうる身体症状の変
化等について説明し、了承して頂く。特にその後本人からも問題なしという報告を受ける。
同姓の患者様、Ａ患者のニトロダームＴＴＳの処方時、Ｂ患者のＩＤカードが打ってありカルテに貼り
ついてあった。事務員より指摘される、テープは間違いなくＡ患者に貼布されていた。
同姓の患者様がおり処方箋が間違えて同姓のちがう患者様のカルテの中に混ざっていた。抗生
剤の点滴もしているのに内服も？？と思い確認して気がついた。
同姓の患者様に間違えて吸入を行ってしまった
同姓の患者様のカーデックスなどの退院用紙一式が、同姓の違う患者様の入院カルテのポケット
に挟まれてあった。
同姓の人に違う患者の薬を服用させてしまった
同姓の大人の方の内服薬を同姓の小児科の方に配薬してしまう。錠剤を口に含んだところで、母
親が名前の違いに気づき、本人も苦いため吐き出した様子（現物あり）。病棟内に担当医がおられ
たので、すぐに報告し、薬効等を調べて家族に誤薬による害のない事を医師より説明してもらう。

同姓の患者が居ることを情報として入っていたがフルネームで確認しなかった。
指示が多く焦りがあり確認したつもりでできていなかった。
チェックの仕組みの問題点 確認したつもりだったが、注意散漫
確認不足と思い込み
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

病室に運ぶときは、病室ネームとベッドネームで患者確認をしたうえ患者自身に声かけし配膳す
る。
与薬時の３回の確認、特に患者に名乗ってもらうこと、フルネームの確認は徹底する。
同姓の患者のＩＤカードには、白テープで漢字で氏名を記載する。フルネームで確認する。
チェック方法検討
一人一人の患者の食事形態を把握すると同時に名前の確認を正確に行なう。
もう一度、基本に立ち返り、服薬準備から服薬後までの手順をしっかり見直し、確認を徹底する。

・ＩＤを打つときの確認不足 ・処方確認 貼布時、確認の時、思い込みのまま実施されている

名前、処方内容等確認の時は、声を出しＷチェック

フルネームできちんと確認できていなかった。

フルネームできちんと確認する。

患者様の確認不足
ケアレスミス（確認不足）

思い込みで行ってしまったため充分に確認する必要があった。
再度確認。

食事後で、下善の対応に追われていた
姓名の確認不足につきる。

内服は各部屋に入り服用させる、3回確認をする。
土・日で薬剤師がいない時は、受け持ち看護師が責任を持ち配薬するので、注射の場合と同じよ
うに 姓名・ベットネーム・ネームバンドで確認すること。

同姓の方の検査用採血提出が、ご家族であったため同時であった。入力時同姓の方が続けてあ 毎日の業務に対する慣れによる確認ミス。この人にちがいないという思い込みによるミス。
ることに気付いていなかった。一人が名字の確認のみでラベルを貼り、もう一人が残りの検体がひ
とつであったため、これも同様に、名字の確認のみでラベルを貼り検査にまわしてしまった。結果
を報告する容認者が履歴データに乖離があることに気付き、検査の再検と患者氏名の再確認を
11686
要請したところ、同姓の方のラベル貼り間違いに気付き、診察場に報告したが、一人の方は入れ
違った検査データのまま診察が完了していた。しかし、診療内容を左右するデータではなかったた
め、再度診察にまでは至らなかった。もう一方の結果は、確認や再検に時間がかかり、待ち時間
の延長を招いてしまった。
同姓の名前違いの患者を間違えて与薬してしまった。薬は正しくセットされていたが最終与薬時患 与薬マニュアルの徹底不足。
11687
者をうっかり間違えた。内容は大差無く、バイタル安定で様子観察の指示をもらった。
同姓患者さんの採血間違い。
名前の確認が、フルネームで確認できていない。名字だけ見て採血してしまった。
11688
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同姓の方の入力があることに気付いた場合は、ラベルを貼る人に一言注意を促すこと。ラベルを
貼る場合は同姓患者の可能性を考え充分確認すること。残った検体が一本でも必ず氏名確認を
すること。

最終的に患者に名乗ってもらい看護者とともに薬を確認することができていないため、マニュアル
の徹底をする。
スピッツを準備したものが、翌日に採血があることを、採血カードを用いて、説明を行う。深夜NSは
採血カードがあることを確認するのと、採血のスピッツは必ずフルネームで確認すること。採血終
了後カードを回収する。
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具体的内容
同姓患者を取り違えて胸部レントゲン検査を施行した。放射線科技師より病棟のナースにレントゲ
ン検査予定の患者をおろすよう連絡したが、別の同姓患者を看護助手が間違えて下ろした。ま
た、放射線科でもその患者と思い込み、フルネームで確認しなかったため、患者誤認したままレン
トゲン撮影を行った。
同姓者の間違い。間違ってエコー室へ降ろす。
同姓同名、同生年月日の患者様があり、来院暦があるとのことで事前に診療録を用意しておくた
め、カルテ検索機で該当者を確認したが、もう一人の生年月日が間違って登録されていたため、２
名いることに気付かず。患者様来院時に生年月日は確認したが、住所、電話番号を確認せず、も
う一人の別な診療録を出してしまった。後日、処置時、住所が違うとの指摘をうけて日直者が医事
コンピュータで確認したところ、間違っていることがわかった。
同姓同名、年齢も近い方のカルテを渡してしまい、診察・与薬が 行われた。
同姓同名のカルテを出し間違えた
同姓同名のカルテを診察室にまわした
同姓同名の患者を間違えて、内科外来診療録を取り出し、診察室の医師の机の上に乗せた。医
師が診察しようとして診療録の患者と違うことに気づいた。同姓同名患者は３名いた。
同姓同名の患者を入院の受付と外来とで入院登録をかけた。通常は病棟より外来へ連絡が入
り、外来にて入院登録をかけているのだが、今回のケースは病棟から入院受付へ連絡が入った
為、入院受付で登録をした後、外来へ電話した。外来の職員は入院登録がされていることを確認
せず、同姓同名の患者の登録をかけた。
同姓同名の患者様が、同日にリウマチ外来予約あり。 コンピューター開く時、同姓同名確認して
下さいのメッセージとカルテに同姓同名注意と記載ある患者様である。診察時名前で医師より呼
び出し、診察始めたが、診察内容が違う事に気付き、生年月日確認したら、同姓同名の他患者で
あった。
同姓同名の患者様のお食事間違い
同日に三階、四階の患者様がグループホーム及び軽費老人ホームに入所の為退院する事になっ
ていた。先に三階の患者様を迎えにきた方を四階へ案内してしまった。すぐに気づき三階へもどっ
た。
同日に同診療科を受信する小児科の入院患者が２名あり、２名とも看護師Ｃが当日の受け持ち
だった。午後に外来より病棟へ患者Ａの呼び出しがあった。電話を受けた看護師は口頭で呼び出
し患者Ａの名前を確認後、受け持ち看護師にその旨を口頭で伝えた。受け持ち看護師Ｂは患者の
Ａの確認をして病室に向かう途中に同日に同診療科を受診する患者Ｂの病室が目に入りＢの家
族に耳鼻科外来に降りるように伝えてしまった。外来に降りた患者Ｂと家族は診察室に入り医師
の問診や診察を受けたが、家族の話の内容がつじつまが合わない事に医師が気づき患者の間違
いであることに気がついた。
同日調剤の点滴を払い出しを順番を間違えて払い出した。患者への影響はない。
同日皮膚科受診し、アレグラ２Ｔ／２×１で処方された。同日夕から内服の指示であったが日勤帯
届かず、届いたら渡すよう申し送りを受けた。しかしそのまま忘れてしまい深夜への申し送り時に
指摘され気付く。薬は薬剤師により翌日からセットされていた。
同病棟から同時刻に２人の患者が手術室へ出棟。申し送りにきた看護師が２人分のカルテを持っ
て前室に入る。２人一緒に申し送りをしようとしたが、同時に行わないことになっているため１人分
の申し送りのみを受ける。申し送り時もう一方の患者のカルテは間違わないよう別の机に置いた。

同病棟内で患者さんを取り違え抗生剤の点滴を開始。途中で気づき１００ｍｌ中６２ｍｌ残で中止。
同部屋に同姓の患者様がいて確認不足で違う患者様を撮影してしまった
同薬剤の規格間違いの調剤ミス。患者が気づき、薬剤部へ連絡しミスが発覚。
特になし。主治医への報告。
特殊薬剤の速度のあやまり
特浴にて洗身中、右足第二趾爪部剥離し出血を認めた。右足第二趾爪をストレッチャーの水切り
11709
穴に挟まったのを気づかぬまま体変してしまった事により発生したと考えられる。
特浴の後、病室に戻り、車椅子からベッドへ移動の際、一瞬患者様から目を離してしまった為、足
11710
を滑らせ転到。
特浴後、バルン栓の開放をしていなかった。
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特浴室の湯の蛇口を締め忘れ、５時間位湯を出し放しになった。
突進歩行後の転倒
突然、痴呆の患者様が、アルツハイマー症の患者様が地面へ座っている所へよっていき、足で顔
を蹴る行為あり。 アルツハイマーの患者様は額部軽度の擦過傷あり。
突然の腰・前胸部痛。胸椎圧迫骨折と診断し、処方により帰宅とした。翌日、勧めた整形外科外来
受診はせず。8日後、循環器内科定期受診時に、大動脈解離StanfordA（血栓型）と診断され、入
院加療となった。
突然外来フロア全体が停電した。
屯用でプルセニドを内服していたが切れてしまったので、医師に処方を依頼するため空の薬袋と
カーデックスを渡す。退院間近のためレンドルミンも一緒に処方してもらう。19時ごろ薬袋整理して
患者名が違っていたことに気が付く。
頓服の回数、内服の１日量と日数が未記載の処方箋を発行した
内科、整形外科の両科から採血依頼があったが、内科のみ採血し帰宅
内科Ｄｒより前日ＯＧＴＴの指示あり。前日準夜帯にて検査説明を行ったが、ベッドサイドに延食札
を下げるのを忘れていた。当時糖負荷前、30分後、60分後と採血・採尿を行い最後に120分後の
採血・採尿を8時に行わなければならないところ患者様は7時30分に採尿を行い、、他スタッフが配
膳した食事を摂取してしまった。8時に採血をしに行ったところ発覚した。原因として、延食札をかけ
ていなかった事、他スタッフへの伝達がきちんとされていなかった事、7時30分に患者様に食事摂
取を待つよう伝えたが「もう少し待っていて下さい」という曖昧な言い方をしてしまい「8時まで延食
です」というような再確認がされなかった事が考えられる。
内科から外科に転科し､術後指示として、不眠時にロヒプノールの指示がでていたが、誤って、内
科指示（古い方）を見てしまい、マイスリーを服用させた
内科では蜂窩織炎のために抗菌剤の投与がされていた。手術のため外科転科となったが術前に
は点滴がないと思いこんでいた。１３時に術後のＩＣＵ収容のための準備を行っていたところ、抗菌
剤の処方がでていることの気が付き遅れて実施した。

背景・要因
改善策
同姓患者がいることをナースが看護助手に的確に情報伝達していなかったため、患者誤認が発 同姓患者が入院している場合にはボードに同姓注意の表示をしているが、確認されていなかっ
生した。 放射線科技師もしっかりとフルネームで患者確認を行わずにレントゲン撮影を施行して た。同姓患者の取り扱いには厳重に注意するよう徹底した。各検査室での患者確認は必ずフル
しまった。
ネームで行う方針であるが、今回は基本確認作業が遵守されていなかったため、フルネームで確
認することを徹底した。
エコー伝票は先降ろしのため 管理日誌ホワイトボード転記の際ミス
転記時同姓者に注意 深夜のカルテ整理を行う際再チェック
確認不足。
前回来院時から数ヶ月でも期間が開いていれば患者様が変更等はないと言われても全て確認す
ること。 患者検索は医事コンピュータで確認。

業務手順・チェックの問題点
カルテに同姓同名の記載がなかった。患者番号の確認漏れ。
・確認不足
１ 患者のＩＤカード番号と診療録のＩＤ番号を照合しなかった。 ２ カルテ表紙の同姓同名ありの
表示を見落とした。
通常の業務の流れと違った。通常は病棟より外来へ連絡が入り、外来にて入院登録をかけている
のだが、今回のケースは病棟から入院受付へ連絡が入った為。

生年月日・住所・電話番号の確認 保険証の確認 受付カードを必ず記載してもらう。
カルテに同姓同名注意の記載。患者番号での確認。
・カルテの同姓同名記載を赤字に変更・生年月日の再確認
１ 診療録を取り出す時は、患者のＩＤ番号と診療録ＩＤ番号を照合する。 ２ 診療録の表紙の「同
姓同名あり」の表示を大きく目立たせる
ルーチンの流れをマニュアル化し、マニュアル通りに業務を行う。また、登録をかける際は患者に
間違いがないかを氏名以外の方法でもチェックする。

コンピューターのメッセージ、カルテの注意記載を見過ごしたため、注意して患者様を確認しな
かったため。 また、看護師もカルテを診察室に置く際に確認が必要であった。

患者個人のコンピューターを開く際、同姓同名注意のメッセージが出た際またはカルテに記載の
あった際は、必ず生年月日で確認する。

同姓同名
チェックの仕組みの問題点

患者様のデータを詳細に確認
確認を徹底し二度、三度とチェックする。

・情報伝達エラー ・患者確認不足 ・相互依存の患者確認行為

・情報伝達は記録で行う原則を守る。 ・患者取り違え防止マニュアル不遵守 ・相互責任の確認
行為の実行

確認の不足による誤り。
確認不足。

処方箋の確認不足であったため、今後は充分に確認する。
薬の管理、新しく処方された薬は注意してきちんと確認する。行うことは必ずわかるところにメモを
しチェックする。

リスク認識不足（患者取り違え）。ルール違反。

各病棟で再確認、徹底を

業務チェックの仕組みの問題点
確認不足
不注意。 規格をきちんと確認しなかった。
確認を怠った。
注射箋の見間違え
職員の教育及び認識不足

特槽の使用方法ルールの問題点
再三指導するが、歩行器を使用しなかった為
衝動行為のある方に対しての観察不足。入浴などもあり、人員配置にも問題あり。

思い込みが原因となっているのでダブルチェックを確実に実行する。
フルネームで確認する リストバンドでの再確認
規格の自己確認を励行する。
注射処方箋の再確認。施行する前に処方箋と点滴をチェックする。
注射箋・指示の確認強化
一つ一つの動作時、全身状態のチェックを行う（スタッフ全員に事故の生じる可能性、事故内容を
報告し全員が事故の状況を理解し配慮できるようにする）
車椅子からベッドへの移動はわずかな距離でも、以後一瞬でも目を離す事のないように気をつけ
る。
ストレッチャーから下ろす人も更衣する人もこえかけを行う。 最終的にリーダーがバルンキャップ
の徐去の確認を行う。
浴槽の使用方法の手順強化
歩行器使用の徹底
観察を密に行う。 ケアルーム内のスタッフの人数が減るときはスタッフ同士声かけを行う。

非常に混んでいる救急外来。患者の訴えも少なかった。

胸部Ｘ線写真より大動脈解離も疑い、急速注入胸部造影ＣＴを施行すべきであった。

数日前の漏水復旧作業後何らかの電気的トラブルがあったと思われる。
処方を受ける時、きちんと名前を確認していなかった。間違っていないだろうという思い込みが原
因。

工事前後の点検を強化する。
確認の徹底 声だし確認をする

オーダリングの停止時間帯に手書きの処方箋を書かなくてはいけない環境
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
手順を守っていない

オーダリング停止時間を無くするか少なくする
業務手順の明確化と確認
患者情報の把握

内科指示箋が転科した外科指示箋と混在していた 継続指示の服薬時の確認の徹底が不十分

指示箋から服薬させるときのルールを遵守する 古い指示箋の綴じ方を検討する

・転科のためカルテが分冊になり情報収集の不足がおきた。 ・治療内容の理解不足

・患者の病状を理解した上での薬物療法の理解 ・カルテ分冊時の情報収集方法の工夫

観察の不足
確認不足
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具体的内容
内科で受診された患者様への内服薬投与（降圧剤）の際、調剤ミスにより、指示されたものと別の
11723 降圧剤を投与。後日患者様より問い合わせがありミスに気付く。服用による副作用等、患者様へ
の影響はなし。
内科で処方されていた薬がなくなるため内科受診し処方してもらったが整形でも同じ薬を処方して
しまった。そのため返納手続きをする事にしたが、内服する予定の袋の中にコバシルが入ってい
11724 ないと思いコバシルを内服するように中勤のＮｓにたのんでしまった。次の日薬の整理をしていた
らコバシルの薬袋が2ヶあり重複し内服してしまった事に気がついた。血糖低下の恐れあり。

11725

11726
11727

11728

11729
11730
11731

11732

11733

11734

11735

11736

11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746

11747

11748
11749

背景・要因
同じ降圧剤であるが、薬剤名類似による初歩的な過失。

改善策
調剤後再度、薬剤名・投与方法の確認。 患者様に対しては、手渡し時に薬剤名と説明を怠らず
に確認する。

内服薬を返納してほしいと伝票と薬を渡された。その時、他の患者にもこの様な事があり（処方重 ・他科から処方されている内服薬はたとえ処方あわせであっても整形で処方しない。 ・薬袋に必
複）返納しなければならなかった。再度確認しようとし、内服とを照らし合わせてチェックしたが、コ ず次回いつ受診するかの記入し、必ずその科で処方してもらうようにする。
バシルに関しては、薬袋の中を出してみなかったため、そして袋に書かれている薬名を見おとしし
たため、入っていないと思い追加して内服するよう申し送ってしまった。内服薬チェックする時、しっ
かり中身をだしてみなかったのが原因。
内科にて１１時診察予約で、その前に検査があるので早めに来て下さいと言われたので１０時２０ カルテは採血がないものと思いそのまま診察室へまわっていた。カルテに印を押す際に１０月○ システムの見直し
分に来院して受付をして内科の受付へ検査がありますと声をかけた。「待っていてください」と言わ 日に採血をしていたと勘違いをした。
れたので待っていたが、呼ばれないので１１時５分頃受付に声をかけると、また「待っていてくださ
い」とのこと何も遅くなるという説明がないまま結局呼ばれたのは１１時５５分頃であったと苦情が
あった。
内科より検査のオーダーがあったが、一部検査項目のチェックを見落としてしまい。（記載が薄
検査項目の依頼用紙のチェックが薄く、ダブルチェックする体制であったが、漏れてしまった。
検査項目のチェックをしっかりとするよう、記載者に依頼する。ダブルチェックを徹底し、漏れのな
かった）患者様帰宅後に判明した為、検査できなかった。会計等も変更し、一旦返金することとなっ
いようにする。
た。
内科医師が動脈注射用のカテを抜去し圧迫している時、その介助をしていた。患者の手が動いて アルコール離脱症状が出ており、不穏状態で説明しても理解力に乏しかった。
自己抜去の可能性のある人や危険行為が予測される患者が胃チューブを挿入した時はまめに声
いたため見ると胃チューブを抜去している最中であった。
かけをしたり、できるだけ側にいるようにする。又必要時には上肢抑制も検討する。
内科外来より医療情報室に「電子カルテ上のプリンターから紙が出力しない」と連絡有。確認する ・物理的な環境や設備上の問題点。・電子カルテルールの教育の問題点
電子カルテＬＡＮ線とインターネットＬＡＮ線の色分けとタグ貼付を行った。院内通達でＬＡＮ線の接
と各外来のＬＡＮプリンターの出力が不可の状態になっていることが発覚。電子カルテ等のサー
続間違いの注意を職員全員に促し、電子カルテＬＡＮ線とインターネットＬＡＮ線が混在している場
バー関連のハード障害、システム障害は見当たらなかったため即座にメーカーのＳＥに連絡し調
所には「接続注意」のポスターを掲示した。
査を依頼したところ、１０時間後復旧した。電子カルテのＬＡＮ線にインターネットのＬＡＮ線が差し
込まれていたことが原因であった。診察時間内に同様のことが起これば、電子カルテシステムが
ダウンし、診療に大きく影響するところであった。
内科外来診察室で胸部X線を見ようとしたら、胸部ではなく腹部X線写真であった。
医師の指示書中の「胸部」と「腹部」を読み違えた。
医師に、もっとはっきりとわかるように指示を書いてもらう。
内科健診で来院された患者様が処置室で予診をとっている際に、患者様の左側を通過しようとし 処置室が混みあっていたことと、医療器具がたくさんおいてあり、点滴台も数台あり、動線が狭く 処置室内のレイアウト変更により、動線を広くとり医療器具が倒れないように工夫する。
たときに点滴台が倒れてきて、点滴台の先が患者様の左頭部～左眼下にかけてあたった。
なっておりその所を通過しようと思い器具に触れてしまったもの。
内科女性患者の採血時に本人と違うスピッツに採血してしまった。採血してすぐにスピッツと伝票 内科外来からオーダリングで検査を入力しているが、女性の前に入院患者の入力をしており、そ 採血時必ず名前、検査内容、検体容器を確認するように徹低する。採血台の上に確認、確認、確
の名前が違うことにきがついた。内容を確認し本人のラベルを本人の検体スピッツに貼りかえてこ の入院患者の検体と間違ったようだ。採血する前と後に必ず名前、検査内容、検査容器の確認を 認の表示をして注意をいていく。
となきをえた
怠ったことが原因と思われる。
内科診察と処置で順番を取っていたが、点滴だけし、カルテを流してしまった。又、点滴がなかな ケアレスミス・複数の仕事を同時にしていた。
院内リストをしっかり確認する。
か入らず、点滴が漏れていた。結局、家人に診察はまだか？といわれ診察もあることに気がつき、
診察は８時半と待たせてしまった。
内科診察終了後、点滴・採血があるため中央処置室へ。処置室の看護師が点滴・採血を施行。し 当院外来では、特殊検査において項目もれを防ぐように、診察付きの看護師がシグナルを入れて 検査項目を十分確認することはもちろん、各科より特殊検査を確認しシグナルを徹底する。
かし、検査項目のアンモニアを見落とし項目もれをおこした。
処方箋を処置室に送る約束がある。問題の１つは、シグナルを入れる約束を守れなかったこと、も
う１つは採血項目を十分に確認できていなかったことである。
内科通院中の患者様にＤｒからフェジン2Ａ+5％ＴＺ100ｍｌの ＤＩＶ指示があったがＤＩＶのみで来院 施行した週はフェジン1Ａの指示であったが、来院した週からは2Ａの指示に変更となったことに気 前回施行した内容のみでなく、Ｄｒの指示を毎回きちんと確認し施行する。変更についてはＤｒから
した際、誤って フェジン1Ａ+5％ＴＺ100ｍｌの施行をしてしまったこと。
付かず前回同様施行してしまったこと。文字をそのまま写して記入したため確認してなかったこと。 わかるように指示を記入するように協力を得る。
内視鏡下のOPが長時間になり、８時間を経過した時点で直接介助者が交代する。OPが開腹式に
変わりカメラの光源は不要になったがそのまま電源を消していなかった。３０分程して気がつき電
源を切ったがOP終了時に患者の大腿後面に水泡形成しているのを発見した。デュオアクティブを
貼用し、２日後には改善した。
内視鏡検査が終了した。前投薬を普段よりも多く使ったため、ふらついたりすると危険なので病棟
へ連絡し、車いすでの迎えを依頼し、その間待っていてもらうよう説明した。患者は処置室の隣の
いすにかけて病棟看護師が迎えに来るまで待っていた。しかしその後、含嗽するために患者が立
ち上がったときに、足下がふらつき、点滴スタンドごと転んで、めがねで鼻の部分を傷つけてしまっ
た。
内視鏡検査を実施予定。患者に確認し、休薬を含めすべて飲んでいたとの話から、パナルジンの
内服を継続していたものと判断。内視鏡検査を実施しなかった。
内視鏡検査を実施予定。患者に確認し、休薬を含めすべて飲んでいたとの話から、パナルジンの
内服を継続していたものと判断。内視鏡検査を実施しなかった。
内視鏡検査後の咽喉頭痛
内視鏡検査施行予定だったが、機器の不良により出来なかった。
内視鏡検査中、患者の上腕に手があたり、表皮が５mm程度めくれて出血した。当事者は爪は
切っており、プラスチック手袋をはめていた。
内視鏡後片付けのお手伝いに行ったところ、大腸カメラ中であり、Drより口頭指示で「ブスコパン
1A」と言われ患者に施行する。検査終了後、同僚Nsに、前処置にグルカゴン使用されたことを指
摘される。Drに確認すると、ブスコパン1/2Aだった。
内視鏡準備していたら、医師がＥＵＳ予定であると指摘され、カルテには指示記入あり、伝票はカ
メラのみでエコーの伝票は作成されていなかった。今回は、胃カメラ施行し終了した。
内視鏡処置後、胃粘膜保護剤を自己管理で服用していたが、夕食後・眠前の２回にわたり倍量服
用していたことが翌日薬袋をみて自分自身で気づく。
内視鏡担当看護師より、検査前日の確認時に、翌日検査予定の患者様の検査説明時に抗血栓
薬の内服中止の説明をしたか否かの問い合わせあり。説明時所見欄に記載されてある当院での
処方は確認したが、他院の処方記録までは確認していなかったことに気付く。
内視鏡的胃瘻造設術中、患者の体動が激しくなったため、沈静のためアタラックスP25mgを注射し
た。筋注するつもりが、やせているため皮下注になり、皮膚潰瘍を作った。
内視鏡等から提出された検体と伝票が違っており、確認を怠ったため、伝票の人の名前で別の人
の検体の結果が行ってしまった。発生時、病理は夕方で検体処理が多く忙しかった。翌日、内視
鏡から残っている人の検体と伝票が届き、検査処理を行ない結果を内視鏡に届けたところ同一者
の結果が２枚あったため、間違いに気付いた。
内服1日与薬で管理中の患者さんでフローシートに自己管理24日～と記載あり、自己管理してい
るものと思い、朝の内服与薬しておらず、本人より指摘され、よくさがしてみると他の患者さんの処
方箋と一緒にクリップにとめて置いてあったので、少し遅れて与薬する。
内服させるべき、透析前投薬を内服させなかった。同僚が服薬忘れを発見。事例に気づく。透析
室に連絡、状態観察とした。

カメラの電源について誰が責任を持つか明確でない。術式が変わった時点で電源を切っていな 術式が変わった時点でカメラの光源を切る。OPが長時間になり、直接介助の看護師が交代する
い。OP時間が長くなり、チームの中に疲れがあった。直接介助の看護師が交代する際、申し送り 場合申し送りを確実に行う。
が出来ていない。
「迎えが来るまで待っていてください」と説明しただけで、薬剤の影響がある場合に一人で移動す
るのは危険であることを理解できるように説明しなかった。

転倒のおそれのある患者（高齢、体動、ＡＤＬ低下、前投薬を多く使用した等）の移送は、車いすな
どの移送手段が整ってから行う。また含嗽などのために移動が必要なときには患者への説明とと
もに病棟から迎えが来るまで付き添いや観察を続ける。

痴呆等の心身状態の患者に対する注意が不足していた。前回受診時に、休薬が処方されてい
なったことをカルテで確認しなかった。
痴呆等の心身状態の患者に対する注意が不足していた。 前回受診時に、休薬が処方されてい
なったことをカルテで確認しなかった。
内視鏡挿入時
医療機器の保守・管理の問題点
当事者の不注意

痴呆等の心身状態の患者は、カルテの記載事項を必ず確認する。前日、若しくは処置前に、カル
テの休薬状況を再確認する。外来診療科間で事前に情報を伝達する。
痴呆等の心身状態の患者は、カルテの記載事項を必ず確認する。 前日、若しくは処置前に、カ
ルテの休薬状況を再確認する。 外来診療科間で事前に情報を伝達する。
技術の向上
整備の確認を徹底
動作に万全の注意を払う。

手伝いに行って直の急な口頭指示だったために患者把握をする余裕がなかった。

Drに、注射施行前に再度確認する必要がある。

業務手順確認

伝票とカルテの確認。医師は、オーダーと伝票記入を同時に行う。

服薬指導が不十分であった。また、どのように理解したのか確認が十分出来ていなかった。

服薬指導の方法の検討。（薬剤師の服薬指導の必要性を含め）理解度と服薬状況の把握。

電子カルテ上の情報が散逸していて一目で全てが分からない。

検査前日にチェックしても抗血栓薬の服薬に気付いても遅いため、１週間前からの確認も考える。
また、検査説明時に内視鏡検査チェックリストを患者様と一緒に確認する。

アタラックスPが、皮下注した場合、皮膚潰瘍を作る危険性があることを知らなかった。

職員に周知した。

伝票と検体の確認ミス。

今後、病理においてダブルチェックを行なうこととした。

フローシートに自己管理24日～と書いてあったので本人が薬を持っていると思い込んでいた。他
の患者さんの分と一緒にクリップで留めてしまっていた。

与薬のかごの中の整理整頓をする。本人に朝の巡回時にきちんと声かけをしておく、フローシート
の見直しを定期的におこなう。

当直の業務に、透析前投薬内服業務があり。当直者同士のダブルチェックになっていなかった。

当直者どうしのダブルチェック体制とした。
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具体的内容
内服しなければならない薬が内服されなかった。チーム交代などあり、内服薬が終了した申し送り
が途切れていた。薬がいつまでで終了するのかの把握ができていなかった。定期処方で書かれて
いた処方箋を確認した時、翌週分の定期処方だと思い込んでしまった。
内服チェックするとガスモチン３錠分三多く余った
内服の指示変更に気付かず、分包投与してしまった。
内服の自己管理できない方のため、看護師管理で配薬していたが、退院時の準備をしていたとこ
ろ、１Ｔのみ余っていた。そのため、前日以前内服でワーファリン１．５Ｔ/夕食後の指示が守れてお
らず、過剰内服もしくは過少内服したと思われる。
内服の出し忘れ
内服の投与をする際は、常備からの薬をダブルチェックせず、渡して内服させてしまった。患者へ
の身体への影響はない。
内服の予薬をするも本人に服用確認をしていない。
内服はＮｓ管理（看護師が患者の所にある箱に配薬する）にしていた。ラシックスも３錠 ２×ＭＴ
（２、１、０、０）で内服していた。１２月○日に配薬し、内服確認にても内服できていた。１２月○日８
時３０分に昨日の昼に、今朝のむはずの薬（ラシックス２錠）をのんだとのことで本人より言われ
た。
内服をセットする際レトロビルカプセル、エピビルがゼリットカプセル、エピビルに変更になってい
た。そのため、部屋の受け持ちスタッフに確認をしセット車にセットをした。指示書には朝食後、夕
食後となっておりそのようにセットしたが実際には時間が指定されており間違った時間に内服する
ことになってしまった。
内服を違う患者に渡した（同姓）患者より名前が違うと指摘された。
内服を確実に行わなかった。２７日準夜看護師が朝の内服薬が残っているのを発見（床頭台の引
き出しの奥）
内服を看護者側で管理している患者で、その情報はとっていたが準備・投薬するのを忘れてしまっ
た。未投与の薬を日勤看護師が発見する。患者は薬を内服したかしていないか訴えることは難し
い患者であった.
内服を配っている際、患者の膳の上に薬をケースごとおいた。１分後くらいにおいたはずの薬がワ
ゴンの上に残っていたため、あわてて行くと患者は自分ではないと思い、向かいの患者のお膳の
上においていた。
内服介助したがカプセル薬のみ残っていた。
内服開始日を誤った。処方箋の開始日を確認しないまま、セットし翌日朝からの内服薬を前日夕
から内服させてしまった。
内服確認をしたところラジックス１錠が１錠余っていることに気付く
内服確認表が徹底されない
内服管理を本人とし、セット確認（患者がセットし、看護師によってセット薬を確認する）していた。
内服でルプラックが朝１錠消化器より処方されており、循環器では昼処方されていた。処方箋はは
さんであったものの、看護師による確認が不十分であり、朝のルプラックは２日間内服されていな
かった。
内服自己管理している患者さん。朝血圧の値により内服を早くしていた。その日も血圧が高く食事
の前に内服をした。（看護師と相談の元） 食事のあとアルサルミンを内服してしまったと報告があ
り、医師に連絡し経過を見る。
内服自己管理できている患者様で手術当日も一部内服していた。手術後１日目、普段通り内服し
ていると思っていたが、手術２日目に他のスタッフが声賭けした所内服されていなかったことが分
かった。直ちに医師に報告し、内服再開した。
内服自己管理としていた患者さん。在宅でもチラージンＳ錠２Ｔ×１朝の服用であったが、入院後、
患者さん自身の勘違いで、朝､昼､夕の×３で１日間服用していた。他の、×３の内服薬があったた
め、うっかり勘違いしたようである。
内服自己管理の患者様で、一日一回準夜で内服セットと残薬の確認を行った所、セットされた朝
薬の箱の中にソレトンが１錠の所２錠入っていた。本人は飲んだと言うが、残薬確認すると１錠余
り。飲み忘れと思われる。
内服自己管理の患者様で、外泊中に内服の飲み忘れがあり、帰院された日に内服のセットと残薬
を確認したところ、薬袋の中に残っているのを発見する。患者様は飲もうと思って袋から出したが、
飲むのを忘れてしまった。あまり動かなかったので、体調はいつもと変わりなかった。とのこと
内服自己管理をされている患者様が昼薬を紛失したと訴えがあった。探すと入浴前に来ていたズ
ボンのポケットに入っていた
内服自己管理をしていた患者があやまっていつか1錠多く内服してしまっていたのを6日の朝、内
服確認に行った自分が発見した。患者は1錠多く内服してしまったことに気付き6日の朝の分は内
服していなかった。いつ内服してしまったのかはっきりしないため6日分の薬は内服してもらい、結
果的には必要量より1錠多く内服してしまったと思われる。しかし、患者に副作用の出現や症状の
悪化などみられず、患者への影響は特になかった。
内服自己管理中だった。患者様は家族との話に夢中となり、昼の薬を出して飲むのに朝の分もだ
してしまい内服してしまった。家族が気づく。（プレドニン、ノルバスク）
内服自己管理中で11/○準夜勤務者が、12/○夕の空袋と11/○日付の入った袋に、1錠残ったま
まゴミ箱に捨ててあるのを発見した。
内服自己管理中の患者で、夕薬与薬時本日分の昼薬がのこっており、与薬忘れに気付く。

背景・要因

改善策
定期の処方日とは別に出された処方箋の場合、医師からも看護師に声をかける、開始日を処方
箋へ記載する事を医師に徹底をした。

内服確認不足
出た指示に気付けなかった。分包時処方のみ落としがあった。
ワーファリン１．５Ｔ/夕食後の内服がヒートと袋で分かれて入っていたことで分かりにくかったので
はないか。 内服投与の際、ダブルチェックすることになっていたが、ダブルチェックになっていな
かったのではないか
申し送り前に内服準備をしていたが途中で内服の準備を中断したため処方箋を確認しなかった。
・Drの処方入力がなかった ・確認の不足

内服チェックの徹底 確実な与薬を行う
指示をよく確認し、分包時は、処方箋と照らし合わせダブルチェックで行なう
ダブルチェックの徹底 用量や投与時間が特別な物は赤印で丸をつけるなどして分かりやすくす
る。

業務手順・ルールの問題

時間にゆとりもって内服準備を行なう。
・処方してもらって常備よりいかない ・必ずダブルチェックし、声をだして確認

床頭台において予薬としていることが問題である。
患者の確認不足、勘違い。看護師の確認不足。

本人に手渡すようにする。
Ｎｓ管理を中止とし、詰所管理にした。又、Ｎｓ管理の内服確認は声に出して患者と一緒に確認す
る。

リーダーに確認をせずにセットしてしまったため

セットをするときには一度リーダーに確認をしてから行うようにする

確認不足・ルール違反（名字だけの確認）
深夜帯の業務繁忙。内服確認を怠った。

与薬のルールを遵守
内服確認を確実にする（他の看護師がする場合は伝達を確実に）

情報をとっていたのに準備・投薬を忘れてしまったという本当に初歩てきなミス。確認が十分でな
かった。

内服を看護師が管理している患者の場合は内服薬を準備する際にとった情報と照らし合わせて
準備漏れがない様に心がける。

ワゴンの上から患者のものと思い込んで持ったが
かった

ワゴンからケースを取る際には注意して名前を確認。患者に渡すときも再び名前を確認してから
渡す。

実際は違っていた 膳におく際確認してな

与薬カップ内の確認を最後までしなかった。
リーダー業務で複数の指示受けを行っていた。定期処方セットの日で、当日夕からの服薬セットを
行っていた。処方箋の開始日を確認していない。当日夕からという思い込みがあった。セットする
者も確認しないままセットした。夜勤者は準備してあるものを確認しないまま渡した。
確認ミス
方法が悪い？

指導する立場にあるのでスタッフへの声がけをする。
指示受け作業時に確認項目をチェックする。セットする者は声に出して確認する。夜勤での内服薬
の確認作業の検討。

処方箋、カルテの指示による確認不十分。 担当看護師が確認していなかった。

配薬の際はしっかり確認する
内服確認表と食事量確認表を一緒にしたものを作成し、患者の枕元に設置する。リスク委員で週
１回ラウンドし記入漏れがないか、確認していくようにする。
指示も含めてセット確認を行っていく。

内服薬の自己管理下における事故

受け持ち看護師に返し患者さんと再度話しをして今後の方法を検討して決めた

患者様に十分に説明がなされていなかった。患者様の理解が不十分であった。看護師が患者様 内服を自己管理していると言う情報を把握した上で、手術後再度内服再開の日付内容を説明す
に内服をしているかどうかの確認を行わなかった。
る。再開だけでなく手術前オリエンテーションでも説明をする。
自己管理内服薬の管理の問題

薬剤部と問題を共有し、患者指導の徹底とチェック機構の体制を構築することを話し合った。

多種類の内服処方されており、他の薬は１包化になっていてソレトンのみ錠剤であったため、よく 毎食時本人が食堂に持ってきた薬を確認する。ソレトンも１包化してもらう。
見えず箱の中から出すのを忘れたと考えられる。
在宅では２日分セットできるように箱が用意してあり、自分でセットし飲み忘れていたら夫か子供が 外泊に行く前に確実に内服するように説明する。家族にも飲み忘れがあることを伝え協力をしても
声をかけてくれていたと。今回は自分でも忘れ、家族からも声かけがなかった。
らう。
自己管理の患者様であっても入浴時の更衣後の衣類のチェックの声かけが必要と思われる。

入浴前には必ずポケットの点検を行うようにする。また、食事直前の薬は持ち歩かないよう指導す
る。
＜背景＞ ・レベルクリアで元々自宅でも内服自己管理していた ・薬剤師により内服の説明を受 内服薬について内容、方法を再度確認し、内服する際に必ず袋の表の内容を確認してから出すよ
けていた。そして理解もされていた ・看護師からもその毎内服確認し、内服方法も説明されてい う指導した。
た ＜要因＞ ・はっきりわからず
今まで間違った事がなかったので自己管理が確実に行えると思い確認が不十分だった。朝、昼、 朝、昼、夕と分けて入れる薬ボックスを渡し、確実に服薬しているか確認する。
夕と分けて入れるボックスを渡していなかった。
11/○の日勤で夕のBOXに薬が入っているのは確認したが日付の確認を怠った。
内服自己管理は中止し1日与薬とする、内服確認時は1日与薬のBOXと日付を確認する。

退院に向けての自己管理中だったが、飲み忘れが何回かあり、患者は内服に対する意識が薄
主治医へ報告し、昼薬中止の指示うける。今後は与薬後内服が残ってないか確認する。看護師も
かった。 看護婦の業務では、他患の昼薬はそれぞれ配薬しており、自己管理中の患者は、既に 患者も内服したかの確認のため、メモを使用する。
内服していると思い込んでいた。
内服自己管理中ハイペン、セルベックスが終了であったが、点検すると３回分のみ忘れがあった。 内服に対する説明を納得するまですべきであった
声掛けで服用確認すべき
11778
11777

内服準備中に、他患の内服変更の指示を聞いて途中で準備を中断したり、他の患者のことで雑 内服準備中はそれに集中し雑談はしない。
談したりしながら準備をした点。
内服処方箋の患者氏名をまちがえ、Aさんの処方箋にBさんと記載した。医師が処方箋を記載した 一週間分の定期処方箋を医師が記載し、看護師が確認後薬剤科に提出している。医師が処方箋 処方箋の確認時、氏名と処方内容を確認する。指示受けをしている途中で、ナースコール等他業
が、患者名が記載漏れであった為、看護師が氏名の記載をした。一週間分の定期処方箋のた
に患者指名を記載していなかった。看護師が処方箋の確認時、同室者の他患者の氏名を記載し 務を行わない。処方箋に記載もれがある時は、医師が記載する。
11780
め、処方もれが無いか確認していてAさんの処方箋が無いことに気づいた。
ていた。ナーススーションで指示を受けるため、途中で他の業務が入り、中断することが多い。
11779

内服準備中に夕に与薬の内服を出し忘れ与薬できなかった。

453

具体的内容
背景・要因
改善策
内服切れを確認している時、利尿剤がすでに処方切れになり３日間服用していないことに気づく。 指示受けが漏れていた。指示を出した時に医師が看護師に伝えていなかった。自己管理している 指示出し、指示受けのルールを守る。処方箋の控えは所定の場所に置き処方内容を確認する。
11781 医師に報告し再開する。
患者で処方箋の控えが所定の場所になかった。尿量が少なくなかったため疑問に思わなかった。 治療方針について医師と看護師の情報交換を行なう。
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788

11789

11790
11791
11792
11793
11794
11795
11796

11797

11798
11799
11800
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
11815

内服中止となった薬を飲ませてしまった。内服中止の指示の拾い忘れ。医師報告後低血糖に注意 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
医師記録の確認。
し、食前、食後のＢＳチェックを施行した。
内服中止になる指示をしていたが、代診の医師処方する。
医師の指示が代診でまちがえてしまう。
指示票が機能していない。
内服注入の患者が２人おり、２人同時に処置板で確認。そのまま、並べて持っていき自分の思い ・１患者１トレーの原則を遵守していなかった ・誤薬リスクの認識が低い
・マニュアルの遂行を徹底教育する ・誤薬リスクに関する勉強会開催
込みにより他の患者への注射を施行してしまった。中には降圧剤が入っており、ＢＰ１２０前後の
患者が２時間後にＢＰ８０代へ下降。主治医に報告するも様子みるようにとのこと。（吸引などの刺
激によりＢＰ１００ー１１０へ上昇）
内服注入時、胃瘻チューブを自己抜去しているのを発見する。
夜間不眠である。チューブの管理ができていなかった。
観察を密にする。チューブに手が届かない工夫をする。
内服直前のタクロリムスの血中濃度の採血あり、スピッツを間違える。生化のスピッツで採ってし 忙しく、落ち着いて、Wチェックを行えなかった。また、タクロリムスの血中濃度のスピッツは生化と 伝票を十分に確認する事とお互いに口に出して確認する事。
まう。検査室より電話があり、スピッツが違うことを指摘され、間違いに気付く。Drに報告をし、朝７ 思い込んでいた。
時に採った血液で、データをだすことになる。採血前にWチェックは施行した。
内服本人管理の説明を行い納得される。20時に訪室すると23日夕の薬が無いと言われる、確認 1日与薬の袋に22日夕・23日朝・昼と薬が入っていた。後で本人管理の薬を渡したため勘違いされ 与薬方法を変えた時は患者さんに充分説明し理解できたことを確認する。
するとゴミ箱に22・23日の空袋が捨ててあり二重に服用していた。
たと思う。
内服薬 夕方の分を昼に与えてしまった。特に影響はなかった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認方法の徹底。
内服薬（リンカリ）の続行の指示を書き忘れていたが、日勤帯は気づかず、薬の準備をする調乳係 Drが内服薬の続行の指示を書き忘れた。日勤と準夜で調乳指示の確認が不十分だった。17時の 調乳指示の確認の徹底
にも連絡がされていなかったため薬は準備されていなかった。その薬は１日４回内服で準夜帯は 哺乳時、受け持ち看護師が哺乳を行なった看護師に内服の確認ができていなかった。
17時と23時に内服する予定だった。17時の哺乳と薬の内服は受け持ち看護師ではない看護師が
行なったため、内服がないのに気づかなかった。受け持ち看護師も内服したかの確認していな
かった。23時、内服薬がないことに気づき、カルテとDrに確認し、カルテ記載もれだったことがわ
かった。23時より内服再開となる。
内服薬（多剤）処方記載時転記ミス。
多忙（外来患者多数）であったため、気が焦っていた。
できるだけ外来時記載する。
内服薬１０ｍｇと生食２０ｍｌの溶解液の処方があり、生食の２０ｍｌの２０を見て２０ｍｇ処方してし 業務手順の確認
二重監査を確実に行い処方をよく見直す。
まった。
内服薬１種類（ガスター）なので、自己管理可能と判断し、用法、容量を説明した。理解されたと
Ｎｓ管理から自己管理の移行期の判断、自己管理にした時の患者指導のマニュアルを遵守してい 変更した日は間違いなく内服できるか確認が必要。見守りを行う。
思って１日分ずつ配役した。朝夕内服するところ、朝昼で内服した。変化は生じなかった。
ない。 （内服薬管理基準あり）
内服薬１錠１５ｍｇを１錠２５ｍｇ与薬してしまい患者の指摘で気付き交換する。
業務手順確認
調剤時、監査時の再確認の徹底。
内服薬２剤の用法が分３後が分３食間と薬袋に反対に印字されて病棟に上がってしまった。看護 業務手順確認
投薬時の薬袋の再確認の徹底。
師が気づく。
内服薬７種類のうち１種類が５６日が２８日しか与薬せず、患者の指摘により発覚する。
業務手順の確認
調剤時、監査時の再確認の徹底。
内服薬がマイスリーからレンドルミンに変更になった。患者が自己管理していたが、マイスリーは 説明不足、薬品管理に対する認識の甘さ
服用がしていない薬品は、患者の管理下におかない。
後に再開されると思い、患者には服用しないよう説明し、薬を引き上げなかった。約２週間後、マイ
スリーとレンドルミンを交互に服用していたことがわかった。患者への影響はなかった。
内服薬が看護管理の患者様に朝食後内服のアマリールを処方箋で確認し１T内服していただい 看護師の確認不足
処方箋での確認作業を何ｍｇ・何錠・いつ内服するのをいつも全て必ず確認する。声だし・指差し
た。翌日、他の看護師がアマリールの残数が合わないことに気がつく。本来アマリール１ｍｇを２T
確認を行う。
内服のところ１Tしか内服していないことが分かった。患者様の血糖値の変動は大きく見られな
かった。
内服薬が今回処方より１００ｍｇから５０ｍｇに変更になったが、処方量はあっていたが薬袋情報が 業務手順の確認
薬剤情報発行時前回を利用するときは処方箋の量とあっているか再確認を徹底する。
前回処方を出したため１００ｍｇの記載のままだった。患者が気付き発覚する。
内服薬が途中でたりなくなった。
１回／日のところを３回／日投与していたと思われる。
確認する。
内服薬セット時３名の患者の昼薬に朝薬をセット、１名の患者の昼薬に夕薬をセット、２名の患者 確認不足。単独でのセットによるﾁｪｯｸミス。
薬のセット時は複数でﾁｪｯｸを行う。
の昼薬を出し忘れた。翌日の薬係が気付き与薬時には正規の薬を与薬出来た。
内服薬に「夜、塗り薬を塗ってから貼る」と外用薬のコメントをつけて処方してしまった。他に塗り薬 処方医の注意不足
薬品を削除する場合はコメントまで全部削除するように周知する
が出ているかもしれないと院外薬局より疑義照会があった
内服薬に指示が1日３回で、コンピューター上では入力が朝、昼、夕、となっていたが、ＩＣＵ指示
業務について十分理解できていなかった。確認不足。
思い込みのないように指示を受け、不明確の指示は訂正してもらうようにする。
チャートでは、時間で割り振られていた為、昼分の投与時間は１７時となっていた。しかし昼に投与
してしまった。
内服薬の1包化の作業中、イトリゾール２Cずつパックするはずが１Cと３Cのものをまちがって作っ ・単純作業の気のゆるみ・時間外処方の数が多い
・ダブルチェック・時間外処方の数をへらす
てしまい病棟に出した。看護師も気がつかず投与していたが、4日後の看護師が発見した
内服薬の２重投与
内服を別々の看護師が投与した
投与したらチェックをする、だれが内服の担当か確認する。２重投薬にならないよう、その時の内
服薬のみ出しておく。
内服薬のセット忘れ。与薬のときに気がついたが後で行おうとして忘れてしまった
確認ミス
気がついたときには後回しをしないやむを得ない時は忘れないようにメモを取る
内服薬の指示を受け忘れ、朝と夕に服薬しなければいけない薬を、結果的に夕に与薬できずに翌 担当者が十分にチェックせずに薬の準備をしたことが今回の件につながったと思われる。
・主治医に報告し、指示を受ける。 ・与えられた業務のチェック
日になり気がついた。降圧剤であったため患者は若干の血圧上昇が見られたが、著変はない。
内服薬の処方がもれて6日間内服しなかった。
内服薬の処方を見落とし与薬を忘れた。残薬のセットもされていなかったため気がつかなかった。
発見後直ぐに与薬した。
内服薬の中止 夜勤者より引継がなかったので昼の内服薬を与えてしまった。患者への影響はな
かった。
内服薬の朝・夕の処方を昼与薬し、患者の祖母より指摘あり気がつく。異常なし。
内服薬の配薬に訪室したところ患者は不在であったため、次の患者に内服介助を行った。内服し
た後、からの薬袋を確認したら別患者の薬であった。（降圧剤）その後時間で血圧測定を行い、変
化のないことを観察した。
内服薬の粉砕依頼を薬局にかけた際、デパケンが抜けていたことに誰も気付かなかった。21日に
デパケン処方が上がってきて、11日にデパケンがついていない事に気がついた。
内服薬の予薬を忘れる。
内服薬の与薬を隣の人に置いてしまってあったのを発見する。
内服薬の与薬忘れ。他のスタッフが気づき、昼開始の薬が夕方からの開始になった。

カルテに何が終了するのか、何を処方するのかのコメントがなかった。
準備担当、与薬担当双方の確認作業ミス。

薬処記録、終了日を誰が見てもわかるようにする。
確認作業の徹底。ダブルチェックの励行

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 確認方法の問題

連絡、確認方法の検討

業務手順確認
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

与薬時名前、時間の確認を何回も行う。
患者に渡すときは声だし、患者氏名を確認、薬袋を指差し確認となっているが実施しなかった。確
認方法の徹底

内服確認しにくい

わかりやすい方法を検討

看護対応の内服の確認がなされていない。
患者が不在であったので未然に済む。
新人等の院内事故防止教育の問題点 新人であるため、他のスタッフがフォローできていなかっ
た。内服薬の知識不足
受け持ち看護師が時間通りに内服させなかった。又インスリン注射した看護師の申し送りがな
かった。

実施にあたり確認までしっかりする。
患者名とベットネームの確認不足であるので指差呼称を常に忘れない事。
必ず、準備・や与薬時のダブル確認を続行。

内服薬は看護師管理であり、１回配りとなっていた。１１時３０分頃インスリン皮注とともに食前薬
受け持ち看護師の情報不足、患者把握が十分でなかった。又看護師同士の連絡も不十分だっ
を内服するようになっていた。受け持ち看護師は処置中で気づいた時は、１１時４０分になってい
た。又慌てないように前もって準備をしておくこと。１日配りのボックスを利用する。
11816
た。他の看護師より「内服１日配り」と注意を受け、慌てて内服させたところ他の看護師がインスリ
ン注射時内服させていた事がわかった。
内服薬をパックするとき１錠だけ脱落している場所があったが、それに気づかず、そのまま病棟に 薬剤師が１人しかいない状況であったため、同じ人が確認を行ってしまいミスに気づかなかった。 再確認の徹底
11817
上げてしまい、病棟看護師に発見され作り直した。
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具体的内容
内服薬を胃チューブより注入した際、チューブが閉塞してしまった
内服薬を一日づつ患者に朝渡して服用してもらっていたが、その内服薬の日付が間違えていた。
内容は同じであった。眠前のときに他の看護師が気がついた。日勤、夜勤の申し送りのときにも気
がつかなかった。影響はなかった。
内服薬を開始する指示が出る前に与薬してしまう。流動食開始になったのを受けて思い込みで与
薬してまう。
内服薬を患者が自己管理し、１日分のセットを看護師とともにチェックし、セット間違いの確認後服
用していた。日勤看護師がセットの確認を忘れ準夜看護師が夕の服用確認をすると、夕の錠剤１
錠を２錠服用していた。
内服薬を看護師管理にし、食後に配薬していた。昼食後に家族の方がガスモチンを持って看護師
室へ来られ「各食後１錠ずつ飲んでいるはず」と話す。確認すると、以前に一包化にして処方され
ていたガスモチンと単独で処方されたガスモチンとが混在しダブって配っていたことに気付く。家族
の方は、「ダブっていたから１錠しか飲ませませんでした」と話す。
内服薬を自己管理中の患者様に薬を渡し説明する時に１日２回（朝･夕食後）内服する薬を１日３
回（毎食後）内服してくださいと説明してしまった。後日、患者様から内服薬がもうなくなると言われ
たときに間違いに他の看護師が気付き、間違いを教えられた。
内服薬を準備していたところ、内服箱に本日分（夕）の内服薬が 残っていることを発見したこと。
夕の分のため間に合ったこと。

薬液の濃度が濃かったと思われる。
確認不足

背景・要因

改善策
事前に白湯を流し、内服液の濃度を薄める
各勤務帯のときに受け持ち看護師が投与薬の氏名、曜日等を確認する。

与薬開始の確認を忘れた

絶食患者の内服薬開始時の確認手順の統一

・日勤看護師の確認不足 ・患者の自己管理能力の把握不足

・自己管理基準に沿った自己管理決定

今回処方された分に一包化の入力がされていないかったため、単独で沢山の薬が病棟にあがっ
てきた。看護師が気付き薬剤部に一包化依頼したが、時間外なのでできないと言われ、看護師が
病棟で配薬しやすいように分包した。その際、前回の余りを破棄していなかった。看護師が分包し
たので、薬の内容を明記していなかった。
確認不足・思い込みがあった。

時間外になった場合、とりあえず一日分の薬を病棟で分包し、翌日に残りの分の一包化を薬剤に
依頼する。医師へ一包化の入力を忘れないように依頼する。新たな処方のときは、残薬と照らし合
わせる。
患者さまに説明する前にカルテで再度確認をする。

処方日は人数の確保を心がけていたものの勤務者の突発的な休みがあり、チェック態勢が崩れ リーダーは必ず最終は全薬を確認すること、遅番ナースに受け渡すこと、遅番ナースもきちんと薬
てしまったこと。及び当日薬を出すナースが新人であったため薬袋の中までの確認ができていな 袋の中の確認をすることとする
かったこと。
内服薬を食事の膳の上に準備して置いた。その際に、床に１錠フランドルが落ちていることに気づ 患者の内服動作に関する把握不足。患者の薬剤に関する知識は不明（把握不足）。
内服動作について確認する。患者に任せて良いかアセスメントし、看護計画を立案する。
いたので、患者に確認すると「今日は飲んだ。前に１錠飲み忘れたことがあった」と言われた。観察
して様子をみると、当日の薬が床に落ちていた。
内服薬を他患者に注入してしまった。
同室の患者様だったので薬をまとめて持っていき、注入していた。
薬袋のチェック。
内服薬を注入しようとして訪床するとＮＧーＴが抜かれていた。ミトンで抑制を行っていたが外れて 観察不足
抑制帯は外れないようにしっかり装着する。ライン類は患者様の手に届かない位置に整理する。
いた。
内服薬を注入するためにマーゲンチューブを留置している患者さん。ＰＭ8時の訪室時はトラブル 痴呆のある患者さんのチューブ類の管理に関すること
繰り返すようならば、薬の時のみの間欠的挿入も検討する
はなかったが、ＰＭ9時に巡回した際、マーゲンチューブが抜けていた。以前にも自己抜去したこと
があるが、問うも、｢どうして抜けたか解らない｣と返答あり。無意識に抜いたのではないかと思わ
れる。
内服薬を同室の他の患者に与薬した。
確認不足（ベッドサイドで名前の確認をしていない）
ベッドサイドでの名前確認の徹底
内服薬を配り間違いし服用させた
朝の配薬時にナースコールが頻回にあったり、低血糖を起こした患者がいて、あわてて配薬した １：時間に余裕のない場合はまず、食前薬を投与し食事が終わる頃の食後薬を配る。
ための確認不足。
内服薬を箱Aに１日分準備している時ノルバスク１Ｔ・カルデナリン1Ｔ×朝の薬が１回分不足してい ノルバスク１Ｔ・カルデナリン1Ｔが１回分不足していた。フィルム包装の上からでは同じような白とピ フィルム包装に朝・昼・夕・眠前の文字をプリントしてもらう様、薬剤部に依頼する。
る事に気付く。先に準備していた眠前用の箱Ｂ（マイスリー1Ｔ・サイレース1Ｔ）を見て、ここにあると ンクの錠剤が入っていて判別が難しい。箱の中に入れた薬が正しく入っているかチェックするシス
思いＡの箱に入れた。準夜看護婦が眠前の薬が無い事を指摘し間違いに気が付いた。
テムが無い。
内服薬を分散していたところ、散薬の袋の中に異物混入しているのを発見する。
調剤中の不手際と思われる。
再度確認することが必要と思われる。
内服薬を与薬するも服用の確認不足。
服用指導がされていない。
しっかりしていても退院に向けての指導を計画するようにする。。
内服薬介助したがカプセル薬のみ残っていた。
与薬カップ内の確認を最後までしなかった。
落ち着いて最後まで確認をする。
内服薬管理
・業務手順のチェックの仕組み
・ダブルチェック方法の再検討
内服薬自己管理されていた。内服したかの声掛けをすると抗生剤を内服していない事が発見され 日々の受け持ちは内服していたかどうかを確認していく。
追加処方された薬に関してもきちんと内服確認を行っていく。
る。
内服薬自己管理していた。朝分を内服したら翌朝分を準備し、常に朝、昼、夕が配役箱に準備す 自己管理方法の指導不十分。
内服薬管理の看護基準に沿って患者を指導。（１日分内服し終わってから、翌日の薬を準備する
る方法をとられていた。夕分を内服するつもりで翌朝分を内服した。朝の利尿剤を内服したためや
ように指導）
や頻尿であったかも知れない。
内服薬自己管理の患者。プレドニンのみ看護師が管理していたが、思い込みで患者の自己管理 業務が多忙であり､通常の処方箋との確認を省略
確認の作業は忙しくても徹底する
と思い無投薬
内服薬自己管理中の患者、プレドニン12錠の薬を看護師が服薬出来ているか確認したところ、2 ・患者本人に任せていた事 ・看護師の服薬確認が不足していたこと ・自己管理中の薬を確認す ・自己管理中の薬も1日1回は確認する ・自己管理中の患者に確認について協力してもらうため
日間倦怠感が強く服薬できていない事が発覚した。患者は理解力もあり今まで自己管理が出来て る場合、患者が嫌がられることがあるので看護師もつい億劫になる
にパンフレット を検討する ・自己管理中の薬を入れる容器を考える（看護師がすぐ見れるよう
いた。
に）
内服薬自己管理中の患者、内服薬確認の際、プレドニン１２錠のうち朝の８錠を２日間に渡り服用 ・自己管理の薬について確認不足 ・患者様の認識不足
・自己管理の薬についても１回／１日は確認する
されていないことがわかった
内服薬自己管理中の患者。朝食後薬が1包足りないとの事。詳細は不明。
内服薬自己管理の患者様には、薬を服用した都度服用後の空き袋を席に置いていく様指導し、 内服薬自己管理者の残薬の確認を徹底する。
後で看護者が空き袋を見て確認していたがこの確認の不徹底及び患者様自身の重複服用が考
えられる。
内服薬自己管理中の患者様に、看護師が服薬の確認をしたら、１日間、本来1日1回服用すべき ・与薬時に説明をしていたが、十分理解出来ていなかった ・看護師の確認不足
自己管理中の薬についても1日1回は確認をする
アルダクトンを1日3回服用されていることが発覚した
内服薬処方時、ブロスターＭ2Ｔ 2×処方のところを3Ｔ 3× と間違い処方してしまったこと。
朝の検温時間中で忙しい状況の中で、一つ一つ錠数を確認したつもりだったが、流れるような作 忙しい時ほど薬（処方）に対する注意が必要、しっかりとした 確認を徹底する。
業であったため見間違いしてしまった こと。
内服薬中止をそのまま出していた
中止伝票確認不足
確認徹底・教育・連携をとる
内服薬中止指示あったが、担当看護師から他看護師に準備依頼することになったが、与薬となっ 情報伝達の確認
中止の指示が出た時点で処方箋を中止しておく。担当以外が準備したら後で必ず担当看護師が
てしまった。主治医が診察時服用していたことが発覚した。
確認する。
内服薬配薬後、患者薬より１種類何の薬か尋ねられ調べると、同室患者の薬であった。
病棟での薬の管理の仕方
必ず氏名を確認して与薬する。
内服薬分３を分２と思い込み与薬、薬袋は分３のままになっており患者に指摘され発覚する。
業務手順の確認
処方箋不備を受付で発見するように徹底する。
内服薬変更の患者様変更前のままストックされていた
変更についての記述漏れ
処方変更時再度確認
内服薬変更時、3種類の薬が未記入。転記の際、未記入で3種類の薬が9日間服用していなかっ 入院時の手持ち薬があり、持っているものと思っていた。カルテ→投薬簿→体温板など転記が多 入院時は外来分の薬は持ち込まない。
た。
い。
内服薬用法が分３を分１で薬袋に印字してしまった。病棟看護師の指摘により発覚し作り直す。 業務手順確認
薬袋発行時の再確認。
内服用のネオフィリンを準備する際、10倍希釈しなければいけないものを原液のまま準備・与薬し 希釈はリーダーによる業務となっているが、当該リーダーが不慣れのため間違って準備していた。 微量であっても、看護師でなく薬局が希釈を担当し、希釈を明記したものを払い出すようにする。
た。
内服類を全てNs管理している患者。昼の内服（ムコダイン、ムコサール、ビオフェルミン）を配る
患者が実際に内服したかきちんと確認していなっかた。
患者から、後から飲むと言われても、そのままにせず、本当に飲んだか確認する。また、物が残っ
際、「ご飯の後で飲むから置いといてくれ」と言われたため、オーバーテーブルの上に置いていた。
たままになってないかも確認する。
午後の検温で患者のもとへ行ったが、薬の存在に気付かず、又、患者へ内服したかの確認も行っ
ていなかった。夕方、準夜Nsにて昼の内服が残っていることを指摘され、内服していなっかたこと
に気付いた。リーダーNsへその旨を報告し、眠前に内服していただくこととした。
内膜ソーハ後の患者さまで翌日まで持続点滴の指示があったが、カルテを確認せずに、思い込み 今までと同じように，処置後に点滴が無くなり次第抜去していたので、カルテの確認を怠ってしまっ 思い込みをなくし、抜去とわかっていても、カルテを確認してから行う。
で点滴抜去してしまった。
た
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11854

11855
11856
11857
11858
11859

具体的内容
南側トイレ前で転倒しているところを発見した。左肩から前のめりになり、膝をついて転倒した様
子。頭部外傷なし。左肩表皮剥離あり、軟膏を塗布しガーゼで保護する。両膝打撲等なし。ＢＰ１４
６／７２。Ｐ６０。意識レベルクリア。
南側身障者トイレで排尿しようとしたが、足元がふらつき後ろ向きに転倒したところを発見した。転
倒した際、後頭部をヒーターを臀部と腰部を床にぶつけた様子。排尿後、安静臥床とした。ＢＰ１５
２／８８ 吐き気、嘔吐なし。主治医の指示により頭部ＸＰ施行も異常は見られず。
二人部屋患者様でメロペンを与薬する予定の患者様ではなく、与薬する予定のない同室患者さま
に与薬していた。終了時に同チームの看護師が発見し誤投薬に気付いた。
弐日前より突然発熱あり。朝も３８度と洗濯物を持ち歩行している途中転倒。
肉を刻み忘れて､患者から食べにくいとの指摘あり
日にち毎にスライディングスケールの指示変更が記載され、開始日と終了日が設定されていた。
一番下にかかれていた指示でインスリンを与薬。過少与薬となった
日帰りドック受診者が検診途中でバイタル低下を起こした。

・患者への理解のさせ方 ・見回り不足

背景・要因

改善策
ナースコール指導を行い、センサーマットを設置した。夜間の見回りを強化した。

患者への理解のさせ方 患者に対する見守りの仕方

排泄時はナースコールを押してくれるよう話し、見守りで移動・排泄を行うよう説明する。

確認不足、名前を名乗っていただく事のできない患者様であったが、ベッドネームでの患者様の確 与薬実施前の繰り返し確認を行う。名乗っていただけない患者様のネームの確認を徹底する。
認、点滴ボトルのネームとベッドネームの確認を怠った。
発熱と大きめのスリッパを履いておられた
発熱あり安静にする様注意 サイズの合ったものを履くよう指導する
確認不足
担当者2名で連携を良くして盛り付け後の確認の徹底を行う
指示の日数の確認不足
開始日と終了日を確認する
絶食で来院、検査続きで身体への負担が大きかったか（心電図、血糖は異常無し）、疲れか。

日帰りの心カテーテル検査が2例あり、1例目の患者の来院が遅れ2例目の患者が先に来院され、
順番が変わったと勘違いし、先に2例目の患者をカテーテル室内に案内したが、同職種者に間違
いを指摘され気づく。
日勤Ａ看護師は10時から施行するＩＶＨのアミノフリード１０００ｍｌ＋アドナ１Ａ＋トランサミン１Ａの
持続点滴を用意する際、アミノフリードの上下開通をせずに、開通シールを剥がしてしまい、その
まま点滴を繋いだ。夜勤のＢ看護師は上下開通していないことに20時の終了時点まで気付かな
かった。
日勤からの申し送りでターゲスがあることを聞いていたが、その後検温や配膳急患入院などの業
務に追われ、夕食前後・眠前の採血を忘れ、２３：３０頃、採血管が残っていることで気づいた。
日勤から準夜の申し送り終了後、注入等をしていたらナースコールが鳴りトイレに行くと患者様が
四つ這いになっていた。家人の介助でトイレに移動しようとして家人や車椅子を外に置きに行った
とき、患者様は手すりを持って立つことができず、前のめりになり手すりで顔を打撲した。手すりで
前額部を打撲、鼻梁に１cmの傷ができた。レシカルボン座薬を16：50に挿入していた。
日勤から準夜への引継終了後、患者を訪室。ＩＶＨの残量確認・輸液ポンプの設定確認をした際
に、ポンプの設定が、使用中の輸液セット（15滴）とは異なる19滴設定になっていたことに気付い
た。設定を正しく変更した。12時間更新のＩＶＨであり滴下調節し、患者には影響なかった。
日勤から準夜への申し送りの間に入院となった患児。その後、リーダーと処置係との点滴・処置の
確認の際、、その患児のカーデックスの未作成だったので、点滴確認は伝票にて行った。しかし、
医師の指示簿の確認が出来ておらず、吸入の指示がでていることに気付かず、実施できないまま
準夜での実施入力の際、気付いた。気付いた時間帯は遅く、患児は入眠しており、吸入の実施が
出来なかった。
日勤から申し送りを受け、17:40に患者の所へ検温に行った。検温後、ルテオニンの滴下を確認し
たところ輸液ポンプにより20ml/h（積算量70ml)で滴下していた。指示量と違うことに気がつき、当
直医にすぐに報告し指示量に戻した。指示量が25ml/hであり点滴ボトルにも「患者名の下に
25ml/h」と日勤者により記載されていた。点滴は、14:08に新しいボトルに更新され、16:00のチェッ
クもされていた。積算量から計算すると、点滴更新時には滴下数の設定が間違っていたことが考
えられる。準夜勤務中は患者の状態に著変はなかった。
日勤で、０歳の小児を受け持っていた。患児はダブルルーメンを挿入されており、１０時の検温時
カテーテルがからみあっていたため整えた。その後も挿入されていることを確かめていたが、１６
時頃、母より「点滴が抜けている」との訴えがあり訪室すると、患児の手背よりルートが全て抜去さ
れていた。その後主治医に連絡し、指示を受けそのまま再挿入せずに次の勤務者に申し送った。

確認不足

受診者の状態には常に気を配る。特に検査前後の声かけ、気分不良の有無をチェックする。車イ
ス・点滴台・パルスオキシメータ常備する検討。昼食までの間、コーヒー・お茶・ウーロン茶のみで
あるため、他の物も考える。あめ、菓子類、自動販売機設置など
順番を再確認、分からないときは、医師および他のスタッフに確認。

業務マニュアルの逸脱 観察もれ

開通シールは開通後に剥がす事を指導した。

日勤でカルデナリン0.5錠を1錠に増量指示あり。患者に確認し0.5錠を引き下げ、1錠を渡すが消
灯前に0.5錠が残っていると指摘あり。確認すると次週の定期薬4日分の薬袋を引き下げていな
かった。指示簿をダブルチェックし、カルデナリン0.5錠を引き下げ、患者に謝罪した。
日勤でコールあり、ポータブルトイレにて排尿介助していたところ、同室者から尿意の訴えがあり、
その患者のポータブル見守りをしていたところ「看護婦さん」と呼ばれる、カーテンをのぞくとベッド
とポータブルの間で座り込んでいるのを発見する。
日勤でパキシルの処方箋をきって整理した際２錠分一夕を間違えて２錠分二朝夕で１錠づつ切っ
てしまった
日勤で緊急入院した拡張型心筋症の患者様。状態悪化にて挿管、ＩＶＨ等の処置が日勤から準夜
にかけて行われた。１９時過ぎに医師より口頭指示で「ドプトレックスＫを体重が９０ｋｇなので、２７
ｍｌ／ｈで開始すればいい」と言われた。その後、ドプトレックスを輸液ポンプで開始した。開始後４
０分に、医師がドプトレックスの設定が９０ｍｌ／ｈになっていることに気付く。すぐに医師と共に確認
しながら、設定を２７ｍｌ／ｈに変えた。血圧の上昇なし。ＨＲは１１０から１２０台へ上昇した。
日勤で抗生剤の中止の指示があった。しかし日勤者からの連絡がなく、注射ワークシートも変更さ
れていなかった。夕方のフリー当番のため変更になっていない注射ワークシートで確認して静注を
行った。
日勤で左乳癌の手術当日のＡ氏を受け持つ。手術前に、手術前看護記録を確認した。その時に、
血型の確認を行ない、記録への記載内容と血型の原本との一致を確認したが、血型の原本が他
の患者様の血型であったことに気づかなかった。前日に担当した看護師もその血型の原本がＡ氏
のものであると思い込み、手術前看護記録を作成していた。原本を使用せず、記録のみで手術室
に引継いだ。術中、輸血の必要無く経過し、終了する。術後一日目、カルテ整理をしていた看護師
が血型の原本が違う患者様のものであることに気づく。
日勤で処方されたＰＬが患者様に渡してなかった。翌日１７：００にテーブルにおいてあるのに気付
いた。
日勤で組まれている採血を採ろうとしたら「朝も採ったのにまた採るのか」と患者に言われた。調べ
る。元々組まれていた採血項目に新たに別な日のスピッツが追加されたいた。
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急患対応など業務に追われ、ターゲス検査の事を忘れている。自分の業務のチェックが出来てい 勤務者同士声掛け合いながら処置の確認をし合う。患者のテーブルにもターゲス中と貼っておき、
ない。看護師間の支援及び連携が不足している。
患者へも、声掛けしてもらう。
レシカルボン座薬を与薬した。移動についての介助を家族に任せた。看護師に連絡するように指 患者様に移動時にはナースコールをするように協力依頼
導が出来ていなかった
不注意 不適切な管理

輸液ポンプ使用時は、マニュアルに沿って使用する。勤務交代時など、設定の確認を徹底する。

必ず医師の指示簿での確認を行う。

点滴伝票と共に指示簿の同時確認を指導した。しかしながら、入院が重なるとチェックの時間が同
時に取れなくなることもあり、現状では遅れてのチェックとなる。出来る限り医師がいる時点での
チェックを実行するべきである。

発見者なので憶測だが、点滴更新時に設定を間違ったと思われる。

点滴を設定したあと、退室する前にもう一度滴下数・点滴筒内の滴下具合・ルートのトラブルの有
無など確認する。

観察が不十分であった。ダブルルーメンで絡みやすいルートであったが、一度しか整理せず、挿
入されている事だけ確認していた事。

ルートが挿入されている時は、刺入部からボトルまで全体をしっかり観察し、ねじれや屈曲してい
る所はないか十分に目を通す。特に体動の激しい小児では細心の注意をし、頻回にルートを揃え
たりひっかかる所はないか、環境を整えていく。もし抜去されていたら、自分の判断だけでなくリー
ダーや主治医にすぐ報告し、情報を共有していく。

確認不足

定期薬配薬日に内服変更指示が出た時には、現在内服中の薬袋だけでなく定期薬の確認変更も
必ず行う。薬剤師にも変更を伝えておく。

排尿時、終了後まで付添わなかった点、活動範囲が広がってきており、自分で動けると思ってい
た点

その場を離れる時は、自分では動かないよう声かけする。必ず見守る。患者の状態がわかるよう
にする。

確認ミス

処方箋をしっかり確認する

指示表を見て、ダブルチェックを行ってから投与開始という手順を怠った。薬剤の開始や変更、処 手順通りに輸液の開始等の指示は指示表で確認し、ダブルチェックを行ってから開始する。 多重
置や他の患者の対応など業務が集中した時間であり、不穏行動で目が離せないため急いでしな 業務で一人で対応困難な時は他の看護師に応援を求める。 医師と共に声だし、指差しして確認
いといけないと焦っていた。
する。
情報の伝達連携のあり方に問題。指示が変更になった時に速やかに情報を伝達処理することが 点滴などの変更時は指示を受けたものが実行するナースに必ず連絡する。注射箋を整理し変更
徹底されなかった
されたオーダーワークシートと差し換えること。
確認時に血型だけを見て、患者の氏名の確認が出来ていなかった。手術室入室時に、原本を照
らし合わせて申し送りが出来ていなかった。

薬はきめられた場所に届けてもらうように供給部に依頼する。勤務終了時に担当者を決めて整理
されていない薬が残っていないか確認する。
採血は患者数が多いのでもともと深夜と日勤で採る患者をリーダが分けて管理していた。Ａ氏に 看護師は採血の指示をもらったら日勤で採るように組まれていないか確認してからセットする必要
対しては金曜日から月曜日の採血オーダーが入っており日勤で採るように組まれていた。前日に がある。
11876
追加の項目の採血オーダが入り、指示を受けた看護師は深夜に採る患者の箱に入れたため患者
は同日に２回採血されることとなった。
日勤で注射薬剤の中止指示を受け、指示通り中止薬は中止にしたが、伝票上の違う薬剤に中止 指示受け時の転記ミス。新しい伝票になって慣れていなかった。
作業内容に変化はないが、伝票が新しくなったため、意識的に注意する。
11877
の転記をしてしまい、夜勤者が気づいた。
11875

確認不足

指差し呼称を行なう。申し送り時に、原本を見せて行なう。
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具体的内容
背景・要因
日勤で朝，点滴を準備し，ルート交換日であったためポンプ用の輸液セットをつけた。患者様に使 Ａ社とＢ社のポンプでは使うラインが違うこと、違うラインをつなぐと点滴が落ちなかったり，正確な
用しているポンプはＢ社のものであったので，Ｂ社用のラインを使用しなくてはいけなかったが，Ａ 量を投与できないということの認識不足。
社とＢ社で使う輸液セットが違うということを忘れており，Ａ社の輸液セットをつけてポンプにセットし
た。先輩Nsが訪室時にラインが違うことに気がつき，指摘され交換した。ポンプの積算量と実際の
点滴量は合っており，投与量の過不足はなかった。
日勤で朝DIVの準備をした、１０時～２２時分準備したが、２２時更新時に開通されていないことが 確認不足、開通したともりが開通されていなかった、思い込み、手順通りにDIV準備ができていな
準夜勤務者が発見した。
かった。
日勤で部屋担当していた患者が、準夜勤務のスタッフより、弾性ストッキングのゴム部かぶれ発 弾性ストッキングの装着をしているのは知っていたが、見守りにて自己でポータブルトイレに移動
見。
できる患者で、褥瘡面でのリスクは少ないと判断(かぶれのリスクを考えてなかった)、観察を怠っ
ていた。 本人の症状の訴えを直接聞いてなく、対応が遅くなった。
日勤で母乳量が増え、点滴流量が５ml/Hから３ml/Hへ変更になっていた。カルテには３ml/Hの指 手順ではワークシートとカルテとでダブルチェックするようになっていたが、それを怠ったため。
示が記載してあったがPCには５ml/Hで入力してあった。日勤者と準夜勤者で流量とルートをダブ
ルチェックしたがその際、流量をワークシートのみで確認し、カルテと確認していなかった。準夜勤
者と深夜勤者とのダブルチェックで流量が違うことに気付き、当直医に報告、３ml/Hへ変更する。
日勤で明日の外来受診カルテを準備し、深夜でフリー当番が責任を持って確認準備をするところ 準備する際、受診版に日付、フルネーム、受診する科名を記入するがカルテと記入した受診版の
充分に確認が出来ていなかった。日勤で看護助手が再来器の手続きを行う際にも気がつかづ外 確認が出来たいないこと二回目、3回目の確認でも正しい確認が行われていない
来看護師が患者様を呼ぶ前に間違いである事に気がついた。その後手続きを行い患者様に受診
していただいた。
日勤とダブルチェックを行った。この時は間違いなく薬剤・流量ともに投与されていた。CVからの輸 ダブルチェック時にルート更新できていなかった。 輸液確認を時間ごとにきちんとできていなかっ
液は：高カロリー40ml/h，フラグミン2.5ml+生食21.5ml 1ml/h，タンデトロン1500μg+生食50ml
た。 薬剤と流量をあわせてみれていなかった。
2ml/h，プレドパ200ml+ドパミン2A 12ml/h，ミダゾラム2A+生食20ml 2ml/h，プログラフ0.5mg+生
食48ml 0.4ml/hがそれぞれ持続投与されていた。高カロリーとプログラフはまだ更新されていな
かったが、日勤者が「後で更新します」と言い、18時ごろ更新されていた 22時医師にてプログラフ
の流量を0.5ml/hに上げる。深夜とのダブルチェック時、「三方活栓のところにはタンデトロンと書い
てあるけど、シリンジにはプログラフのシールが貼っていて2ml/hでいってて、その上のシリンジも
プログラフが0.5ml/hでいってる」と言われ、確認するとプログラフは2.0ml/hと0.5ml/hのトータル
2.5ml/h（本来の5倍）投与されていた。また、タンデトロンは投与されていなかった。（約7時間） 医
師と麻酔科当直に報告し、プログラアフは中止し、タンデトロンは2ml/hで再開の指示をもらう。 三
方活栓から先のルートを更新し指示のとおりにする。
日勤とのダブルチェック時圧ラインを確認したときすでに圧バックから圧ラインが２本入っていた。ト 圧バックに２本のラインをつないでいたため。圧バック内のヘパリン入り生食は十分な量がありラ
リプルルーメンの２本がＰＡ圧とＲＡ圧につながっておりシングルルーメンがＡラインにつながれて イン内も満たされていたためａｉｒが入ることはないと思い込んでいた。頻回にラインを先から先まで
いた。日勤から送られたときは加圧バックもラインも満たされていた。22時のチェック時は波形も値 異常がないか確認できていなかった。フラッシュ時に波形と患者までのルートは確認できていたが
も異常値を示していなかったが22時半ごろ急にPA圧がでなくなった。加圧バックにつながっていた 圧バックまでのルートは見れていなかった。なまった波形が出たときの対処法、正常・異常波形に
２本のルートの内１本には十分なヘパリン入り生理食塩水がみたされていたがもう1本にはヘパリ 対して知識が不足していた。
ン入り生食は入ってない状態だった。ルート内にはまだ液はあったがａｉｒが入っていたためフラッ
シュはできない状態であった。そのためＰＡラインが閉塞ぎみとなり圧波形が出ない状態であっ
た。完全閉塞していなかったためＤｒ．にてヘパフラッシュを流し対処することとなったが閉塞しＳー
Ｇ管理ができなくなる危険性があった。
日勤と準夜勤の交替時間に顔面多発骨折で緊急入院となった患者。脳への損傷はなかった。絶 患者がほとんど入眠していたため、再度確認をすべきであった。付き添いがいれかわった時点で
飲食であることは、日勤担当者から説明がいっていたものだと確認せずに思い込む。２２時頃、付 現状況をつたえることができてなかった。付き添いを許可したこと。交替時の入院受け入れで看護
き添いが母親から父親へと交替する。私は、父親へは絶飲食だと伝えてなかった。本人に、水を 師間での引継ぎ・確認が行なえていなかった。
飲みたいといわれ、父親が水を飲ませているところを発見した。
日勤と準夜筋の交替の時間帯に患者より呼吸苦の訴えがあり、検査等受け心電図モニターを日 モニター装着時の確認ができていなかった上に、準夜勤者もモニターの確認ができていなかっ
勤者が装着した。その後準夜の終わり頃に深夜勤者が出勤し、ナースステーションでのモニター た。
上でこの患者と他の患者の心電図の波形が同じことに気付く。調べるとチャンネルが他患のもの
と同じであり、他患の心電図が二つでている状態であった。この患者のデータがナースステーショ
ンのモニターに転送されたいなかった。すぐチャンネルを訂正した。患者の状態に変わりはなかっ
た。
日勤にて１０時交換側管の点滴を二名で準備していた。一人が指示確認書を読み上げ、一人が 指示確認書に赤線を引くなどのマニュアル通りができていなかったため点滴合わせの段階でも気
物をみて確認した際、指示確認書の「各々にインスリン追加」という記載を見落とし２－１の追内に 付けなかった。カルテにもインスリンの記載がなかった。指示確認書全体に目が通せていなかっ
入るヒューマンＲ８Ｕを入れずに患者に投与してしまった。１６時３０頃に気付きＤＸ測定４３１。主治 た。患者の病状の把握不十分。
医報告し２－１の残量の中にヒューマンＲ４Ｕを追加した。
日勤にて朝薬をチェックし配薬する際血糖コントロール薬を配薬し忘れ昼食前内服予定が１６時頃 日勤時朝行う薬のチェックを確実に行わなかったことが原因と考えられる．
の内服となった．１１時血糖２３５ １７時血糖２０５
日勤のNSが環境整備に訪室したときは抜去されていなかった。再度訪室したときには食注２００ｍ 急性硬膜下血腫術後で意識レベル３。右半身麻痺状態であるが左手は麻痺なく自己抜去するこ
ｌ残っている状態でMチューブを自己抜去されていたところを発見。
とも考えられチューブ入れぬきにしていた。
日勤の看護師がアルブミンの注射は透析室で使用しましたと申し送るつもりをヴェノグロブリンを
使用しましたと誤って申し送る。準夜の看護師は２１時に注射するヴェノグロブリンを透析室で早
めに注射したと理解し実施しなかった。後日師長が冷蔵庫の数を数えていてヴェノグロブリンが
残っていることに気付く。主治医に報告し２日後に注射した。
日勤の看護師がパントールが１Ａ残っていろことに気付いた。点滴は４時頃に追加したが、臨終間
近な患者さんがいて部屋まわりを交代で行っていた。訪室時点滴は終了しており、あわてて処置
台につるしてあった点滴を持って、指示書と確認をしつなげた。確認が不十分であり混注すること
をせず事故となった。
日勤の車椅子から立としたり、看護師に暴言・暴行するなど行動注意の患者であった。２１時頃家
人にて病室のベッドへ臥床になり、その後起き上がろうとするような危険な行動もなくよく寝てい
た。２２時同室者の所へ訪室した際にもべッド上にいるのを確認。２２時３０分訪室すると、１本だ
けのほうのベッド柵を取り安全マットの上に臥床している患者を発見。掛け布団ベッドに上にきち
んとたたまれ置いてあり、自分でベッドから降りた様子。外傷なし。折ったところや疼痛ないか問う
がつじつま合わず、血圧１４６／７０、詰所へベッドごと移動しその後良眠。
日勤の終わりに入院した患者の点滴指示がでて、ストックからラクトリンゲルを出し点滴施行す
る。直後詰所にて同患者の点滴を準備しているのを見て、夕のラクトリンゲルを朝のアクマルトと
間違えて繋いだことに気付く。朝と夕の内容を変更しそのまま点滴続行となる。
日勤の終わりに入院した患者の点滴指示がでてストックからラクトリンゲルを出し点滴施行する
直後詰所にて同患者の点滴を準備しているのを見て夕のラクトリンゲルを朝のアクマルトと間違え
て繋いだ事に気付く

改善策
ラインをつなげる時にポンプの種類を必ず確認する。

フルカリック使用方法に基づいて順序どおりの手順で行なう。継ぎ替えしてからもう一度確認する
こと。
弾性ストッキング装着している患者は、褥瘡好発部と同時に特にゴム部などかぶれの観察を行
う。弾性ストッキングの必要・不要になる使用基準を再確認する。
手順どおりにダブルチェックする

確認の６つR確実に行うこと

ダブルチェック時までにルート更新する。出来なかった場合、ルート更新後、次の勤務者に再度ダ
ブルチェックを依頼する。もしくは、同勤務者にみてもらい、ダブルチェックを行う。輸液の確認時、
薬剤と流量とを見合わせて確認していく。

抗生剤後のフラッシュ時や０校正時のフラッシュ時にはモニターのみでなくライン全てに異常がな
いか確認する。１つの圧バックには１つのラインしかつけないようにする。

患者・家族へ絶飲食であることの確認をする。意識清明でない患者には、絶飲食の旨を紙に書い
て表示するなどの工夫をする。
装着時はベッドサイドのモニターとナースステーションのモニターが同じであることを必ず確認す
る。

指示書全体に目を通す。患者の病態の把握を行う。

朝薬をチェックする際は，薬の個数のみをチェックするのではなく確実に薬と処方箋があっている
か確認をしていく．
吸痰施行するも白色痰少量しか引けず、咳き込みやSPO2低下認めなかった。今まで自己抜去す
ることがなかったためチューブ入れぬきにし抑制帯使用せず食注おこなっていたが今後は抑制帯
を使用していく。
申し送りの際に注射薬品名を間違えた。透析室に注射指示表を持っていっていたため確認ができ 注射指示表の控えを残しておく。伝票とサインと残りの製剤を見て実施されているのかを確認す
なかった。１４時使用のアルブミンの施行欄にサインをしていなかった。
る。
臨終間近な患者さんがいてあわてていたこと、相方のスタッフの終末期患者さんの対応の未熟
さ。ダブルチェックというするべき事をしなかったこと。

ダブルチェックの徹底、時間に余裕を持って行う事を個別に指導。

観察不足

ベッドへ臥床したら詰所にて観察入眠してもらう。一人で放置しない。

確認ミス

点滴の内容を必ず確認刺施行する

チェックミス

点滴の内容を必ず確認施行する
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具体的内容
背景・要因
改善策
日勤の注射係から「今いっているペルジピンがなくなり次第終了」と申し送られており、申し送り用 リーダー、チームへの連絡不足。
日勤の注射係りからペルジピン終了の申し送りをもらったときに、リーダーに報告、確認するべき
の注射の板にも書かれていた。しかし、ペルジピンがなくなったときにその申し送りを忘れてしま
だった。 申し送りの内容をしっかり聞き、重要なことは注射ワークシートや付箋などに書き込み、
い、ペルジピン２A更新してしまった。更新時リーダーに確認したが、リーダーはペルジピンが中止
忘れないように誰でもわかるようにしておく。報告の重要性をスタッフに指導を徹底した。
になることを知らなかった為、更新してくれという返事だった。カルテ、注射ワークシートも確認した
が、終了ということは記載がなかった。後で注射の板をみて終了ということに気づいた。リーダーと
主治医に報告する。翌日の6時までいって終了すればよいとの指示をもらう。翌日6時にペルジピ
ン終了する。
日勤の朝食後の内服を自分が薬袋から取り出し、近くにいた看護師と２人で内服処方箋と共に確 ダブルチェックを行っていたが確実に行われていなかった。
処方箋の確認の際に指差し呼称を行う。流れ作業にならずに一つ一つの行動を確実に行う。
認を行った。バップフォーを２Ｔ内服のところ１Ｔ時しか内服させなかった。昼にも処方箋を見たが
朝の間違いに気づかなかった。翌日他の看護師に指摘され間違いに気が付いた。
日勤の与薬係で病室を回って薬を配ったが、夕食後に「薬をもらっていない」と患者様に言われ
与薬終了後に与薬ボックスの中を見て渡し忘れがないかを確認したつもりだったが、小さい錠剤 与薬終了後には与薬ボックスの中を隅々まで確認する。錠剤はカップの中に入れる。
た。与薬ボックスには入っていたが配っていなかった。
であった為見逃してしまった。
日勤リーダーで昼休憩に入った受持ち看護師の変わりに退院患者様とその家族に退院処方を現 退院時残薬のダブルチェックをしなかった。坐薬があるとは思わなかった。受け持ち以外の看護師 必ずダブルチェックを徹底する。予め退院が分かっていたら、残薬など渡す薬はトレイに揃えてお
在内服中の薬剤を渡した。後で受け持ち看護師が坐薬が残っているのを発見した。家族へ連絡し が退院時の対応を行ってしまった。
く。チェックリストを作成し活用する。
病棟へ取りに来ていただけることになった。
日勤看護師Ａが、夜勤看護師Ｂに対し、夕食が開始になる。伝票も連絡も済んでいると申し送りを 看護師Ｂは食事が出ていると思ったが、結局出てはおらず、申し送りがあったため、伝票等を確認 新しい指示はなるべくリーダーが確認をし、連絡の手配をする。できるだけクラークを通して連絡を
行った。夕食が上がっていないことに下膳にきた看護助手Ｃが気付き、看護師Ｂに連絡をした。看 しなかった。食事に関する連絡をしたあと、指示箋に必ずサインをすることになっているが、それが する。クラーク不在時には、看護師のリーダーが責任を持って行う。食事に関する手配をした看護
護師Ｂは、栄養科に連絡を取り、臨時の食事をだしてもらった。食事開始の連絡を誰が下のか等 守られなかった。
師は、指示箋にサインをし、温度表にも食事内容を記入する。
は不明だった。
日勤看護師Ｂがハルンバック内にハルンが残っているのに対し、電話があり、尿側し忘れたことに 他の患者の急変があり、慌ててしまい、ハルンを捨て忘れてしまった。そして、8時に気づいた時、 検温表を確認して、フリーにもすぐに連絡をとって、確認するべきであった。
気付く。
確認しなかった。
日勤看護師が１７：００のＤＸチェックをし、インスリン量を処置書き出し欄に記載する際に他患者の ケアレスミス
日勤看護師でのインスリン量の記載はやめる。
欄に間違って記載した。それを準夜看護師が確認し違う患者様にインスリンを施行してしまった。
日勤看護師から明日、注腸検査があるので下剤の与薬を依頼された。指示シートを確認したが検 指示が入力してなかった。 確認不足
指示シートに入力してないときは医師に確認する。
査の指示がなく下剤も処方されていなかったが緊急用にストックしていた下剤を与薬した。しかし、
実際の検査はガストロＵＧＩであったので下剤の与薬は必要なかった。
日勤看護師よりインシュリンの変更が口頭及び、申し送り板への記載があったが、準夜の看護師 確認不足
ルールを守る。患者の把握にも気をつける。
がインシュリン板に目を通さず変更前の内容で施行してしまった。
日勤業務で指示シートに従い点滴注射・静脈注射の準備をした。Ｗチェックを受けてミキシングを 確認不足。注射薬を準備してから実施時間までに時間があったので他の業務を行った。発見しに 注射薬は実施直前に準備し、準備したらすぐにワゴン車にのせる。途中で他の業務を行う時はメ
行いトレーに入れ作業台に置いた。その後、他の業務を行ったため注射を施行する事を忘れてし くい作業台に置いた。
モなどに残し忘れないようにする。注射指示シートやケアシートをよく確認し、実施忘れがないかど
まい実施しなかった。翌日作業台に残っているのを発見し施行忘れが分かった。
うかの確認を行う。
日勤業務者より、１時のラシックス３Aが残っていることを指摘され施行していないこと気がついた。 看護師の確認が不十分であった。完全に忘れてしまっていた。
時間注射のある患者は時間と回数を確認する。時間注射の場合は処置台の上に置く場合でも分
すぐに主治医へ報告し、本日のみ3回/日から４回／日へ変更となった。深夜で点滴を確認する際
かりやすいように別の場所においておく。注射処方箋にも赤印などで印をつけていく。
ラシックスが残っていることに気がつかなかった。
日勤勤務者が週２回施行する注射を、施行していない事に、夜勤勤務者が注射伝票に施行者記 他の業務を行っているうちに忘れてしまった。
自分のスケジュールは、定期的に確認を行い、やり残しがないかを確認する。
録がなく看護記録にも記載が無いことを発見。
日勤時、リーダーより口頭にて患者様名前を言われ、その人の採血依頼を受ける。その時ラベル 発生時、Ａ様の検温中であり、状態もあまり落ち着いていない時だった。その時口頭にて採血依 施行前に患者様にスピッツを見せ名前の確認をしてもらう。口頭で依頼されても自分の目で確認
のみ渡される。自己にてスピッツを作りＡ様の所へ行き採血を施行する。その日データーの確認を 頼（Ａ様で依頼されたか、Ｂ様で依頼されたのか記憶がありません）をされＡ様で依頼されたと思い をしてから施行する。採血を施行した人は、データーの確認を忘れず行う。
忘れてしまった。翌日、Ｄｒよりデーターの異常指摘されＢ様の採血スピッツでＡ様の採血を施行し こんでしまった。そのため、ラベルの名前の確認、指示確認もせず採血を施行してしまった。確認
てしまった事に気が付く。
不足。
日勤者が準夜勤者への与薬シートに「ｳｲﾝﾀﾐﾝ２T与薬」の記載をしていた。本来の指示はﾛﾋﾌﾟﾉｰ 熱計表を見て、担当看護師以外が与薬の支援をしている。常備薬から与薬しており、患者さんの 準夜帯の与薬業務の見直し（入院時に看護支援ｼｽﾃﾑに与薬情報も入力する。与薬ｼｰﾄの廃止
ﾙ2mgの所を、前日の勤務者が熱計表に誤記入した薬剤を確認して、ｳｲﾝﾀﾐﾝ2Tを投与した。他看 処方がなかった。
し、ﾜｰｸｼｰﾄの活用、担当看護師が与薬する。２、３日臨時薬が続く時は、処方箋を依頼する。病
護師の指摘で誤投与にきづいた。
棟常備内服薬の監査（薬剤師）
日勤者より、ベットの上で便失禁をしたり点滴が引っ張られていたりすることがあるため気をつける 日勤者より言動注意と聞いていたが、検温にまわった際は受け答えがしっかりできており、どの程 主治医に報告をする際、夜間点滴をへパロックの許可を得た。また、再転倒を予防する為朝まで
よう申し送りを受けた。定期的に訪室し、トイレに行く時はナースコールを押すよう説明を行って
度痴呆があるか把握できていなかったため十分な対策が取れていなかった。（ナースコールを押 処置室で入眠。
いった。1時の巡視時には静に眠っていた。1時15分同室者から頻回にコールがある為、急いで行 すよう説明しても押してこない） （寝たら入院していること忘れてしまう）
くと点滴棒と共にベットサイドに倒れている。同室者の話しでは、ベットの上に立ち上がりしばらくし
て転んだと。患者を起こすと患者は点滴をしていることを忘れて歩行しようとする様子あり。看護師
付き添いでトイレまで歩行。状態観察をすると左前額部に5cm大の血腫あり。その他はどこも打っ
た様子なし。バイタル安定。意識レベル低下なし。主治医に報告し、経過観察。
日勤者よりグロブリン施行中の申し送りがなく、夜勤帯になりツルース終了のアラームが鳴ったた 日勤者からの申し送りがなかった。冷蔵庫内をしっかり確認できていなかった。
指示の何本目を施行しているか不明となることが問題である。今後の対策をチームで話し合う。
め、詰所の冷蔵庫内の処置台を見たが残薬に気付かず、ツルースを止めた。翌日に冷蔵庫内に
残薬があることを発見した。
日勤者申し送り後準夜勤務中、食後２時間のＢＳチェックとスケールにてインシュリン注射の指示 日勤多忙にて申し送りの遅れあり。メモのみで巡視開始したため、前勤務の流れを十分把握して ＢＳ伝票を再確認し、カルテも同時に参照しながら実施すること。
支持あるも施行しなかった。本日より食後の指示のため前日と同じと思い込みでした。
いなかったし、夕食前のＢＳチェックも他の人にしてもらっていたため、指示変更のメモを確認でき
なかった。
日勤終了後、休憩室から出た所、スタッフが本日ＥＲＣＰ後の患者様の2/○の点滴がないと話して 同じ疾患・入院目的も同じ使用薬剤･検査も同じ患者が多数、油断がある。患者ではなく、検査や 患者名を確認する習慣徹底。ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ活用
いた。（1/○終了し、更新時）同検査を施行した患者様（4人）のところへ行ってみると、そのうちの1 疾患などで判断している。
人のところにあった。内溶液は同一であった為、患者様に説明し同意を得、主治医に報告した。
日勤終了時患者訪問すると、点滴の残量が多かった。輸液ポンプを確認したら設定が間違ってい
た。輸液ポンプのチェック表にも記載なく、点滴本体へのチェックラインも引かれていなかった。い
つも500mlの輸液だったが今回は1700mlであり最初の設定から間違っていた。
日勤準夜の交替時のインスリンの無投薬。準夜が実施することにしていたが、インスリンスケール
にかかっていたことの引継ぎがなかった
日勤帯10時の点滴更新時 準夜勤帯22時に更新されていたフルカリック2号を更新のため接続か
らはずした時、隔壁が貫通されていない事を発見した。このことを、その日のチームリーダー・医師
に報告し経過観察との口頭指示を受けた。
日勤帯から準夜帯の申し送りの際にインクレミンｓｙは朝服用しているという情報を伝え忘れていた
ため、準夜でインクレミンｓｙを、飲ませてしまった。（カルテ、カーデックス、には１ｘ１とかいてある
のみで、朝なのか夕なのかということは記載されてなかった。）準夜勤務者に児の状況を伝え、準
夜勤務者が医師に報告し、インクレミン以外の薬を再度服用するよう指示もらった。
日勤帯でMZ挿入。右手に不随運動あるため右手を抑制し経管栄養を開始。ご家族がいらしたが
声をかけなかった。準夜勤務者へ申し送り中に経管栄養を注入。準夜勤務者が病室へ行ったとき
は、右方向に体が倒れており、右手でMZを引っ張り、経管栄養は流れていながら、自己抜去され
ていた。経管栄養を中止。バイタルサインチェック、状態観察し咳嗽がきかれたため、当直医へ報
告し診察。絶食とし胸部レントゲン撮影にて変化なし。翌日もレントゲン撮影し経過観察のみで変
化なかった。

点滴チェックをするということがなぜ徹底できないのかが問題（マニュアル チェックリストはきちん 最初に設定するときに間違って設定すると他のナースが確認してもそれで正しいと判断してしまい
と出来ている）。医療事故防止教育の問題。
がちである。マニュアルに沿ってチェックするが、輸液量と時間輸液量の数値を知識として把握し
ておくことも大切。
確認不足。準備から実施まで一連の動作を複数で分担した。
業務を引き継ぐ場合には名前､指示内容を双方で確認する
・隔壁貫通の確認手順を誤った。 ・点滴更新時、隔壁が貫通しているかの確認を怠った。 ・夜間 ・隔壁が貫通しているか確認するためのテープは必ず貫通後に剥がす。 ・更新時にも貫通したか
であり、隔壁が貫通されているかの確認しにくい状況であった。
どうか確認する。 ・ラウンド時、滴下調整と併せて隔壁の貫通を確認する。
午前中に児の母から飲ませ方を聞いた時点で、カーデックスに飲ませ方・服用時間を記入してい すぐに、カルテ・カーデックスに「アサ」と記入した。
なかった。インクレミンを薄めて飲ますということに意識が集中しすぎていた。
経管栄養の注入時間が申し送りと重なり、体制的に薄くなる時間帯に設定するのは避けたほうが 経管栄養注入時間を変更、訪室が頻回にできる体制のときに行う事を検討していただく。
良い。また、家族の協力を得ることも重要と思う。
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具体的内容
背景・要因
日勤帯でＮＧーＴを自己抜去したとの申し送りがあったので抑制を続行していた。次の勤務者に申 観察不足
し送りをしている間に抑制帯が外されＡラインを自己抜去された。
日勤帯でＮＩＣＵより２名ＧＣＵに転室があり、２名共クベースに収容されていた。その２名の配置は 転室２名が並んでおり、２名とも経管栄養チューブが入っていた。１名の経口が始まったばかりで
並んでいた。準夜勤務で勤務の前に情報収集を行い、自分のノートに情報を記載した。２名共経 あったことと、経過日数と週数の勘違い、確認不足が要因であると思われる。
管栄養のチューブが入っていた。１名は出生後２日目・週数４１週５日・体重約３０００ｇ、経口可、
飲めなければ無理をせず注入の指示であった。もう１名は出生後１４日目・週数３３週０日・体重約
１６００ｇ、注入のみの指示であった。看護師１名が１０名の児を担当していた。哺乳の時間であり
多くの児が泣いていた。確認をせず、母に母乳の入った哺乳瓶を渡し経口哺乳を進めた、母はた
めらいなく経口哺乳を行った。児は１２ｍｌ哺乳後吸啜をやめたため注入にした。排気も行い上手
に排気できた。哺乳中、嚥下良好でむせ込みや、誤嚥症状はなかった。残量注入後嘔吐少量みら
れた。胸部聴診を行ったが、呼吸音は清明でａｉｒ入りも良く肺雑音は聴診されなかった。
日勤帯で外来にてＤＩＶ1本施注しながら入院、当日ＤＩＶ朝夕指示あるが1本しか施注していないこ 思い込み、確認不足
とに次の日日勤業務に来たときに気づく
日勤帯で深夜勤者が血液製剤を溶解し、箱は破棄せずそのままにしておいた。その際ロットNoは 申し送りを十分に行わなかった。 日勤の業務を深夜勤務者が行っていた。
貼らなかった。日勤者に溶解したことを申し送ったが、ロットNoについては特に申し送らなかった。
後日薬局から指摘があった。
日勤帯で転棟してこられる。バルンカテーテルや点滴を触っていた事もあり、立位をとってもふらつ 自力での体動が危険な患者が動こうとしているのに、一人にし退室してしまったこと。理解力が不
きがあるので行動には注意するようにとの申し送りがあった。17時30分、訪室すると、「おしっこ、 十分な状態なのに、ナースコールを押すことを理解さたと判断してしてしまったこと。乗り越えたら
おしっこ」とバルンカテーテルを触れている。「おしっこは出ていますよ」というと、手をはなされた。 危険だから、と３点柵にしていた判断。
18時10分、「トイレ、トイレ」と言い立ち上がろうとする。横になってもらい、「体動時にはナースコー
ルを押すように」と説明。「はい。」と返答あったため、他患者からの呼び出しがあったため退室す
る。18時20分、同室者からナースコールがあり、訪室すると、床に座り込んでいる。外傷見られ
ず、痛みの訴えもなし。ベットに臥床してもらう。バイタルサインに著変なし。バルンカテーテルも
引っ張られていたが、抜けてはおらず、出血、血尿みられず。点滴ルートは接続部から外れてお
り、床に血液が落ちている。抜針する。主治医に報告。「バイタルサインに問題ないようなら、経過
観察で」との指示あり。
日勤帯で配薬を間違えた。夕内服を朝のポケットに入れてしまった。準夜勤務看護師が発見し、そ 内服時間をしっかり確認しなかった。
の時点で内服してもらった。患者には異常なかった。
日勤帯で末梢ラインを自己抜去したので、両手にミトンを装着していた。２３時に訪室すると両手の 観察不足
ミトンを外して、末梢ラインを自己抜去していた。
日勤帯にてＡ様の１２ー２４時分のフルカリック２号を点滴静注したが、中室と大室の開通を忘れて 点滴施行前の開通確認がおろそかであったことと、施行中の確認ミスでした。
いたことを点滴終了後に発見した（小室は開通していた）。
日勤帯に医師より、翌日２時に大量のロイコボリンを使用するため在庫確認があった。すぐに業者 連携不備（病棟へは知らせていない）
に発注し、１９時頃薬剤は納品。その際病棟に連絡しなかったため使用時に薬剤がなく主治医より
問い合わせがあった。看護師に薬剤を取りに来てもらい予定通り投与はできた。（病棟へは「ロイ
コボリン欠品」とのみ書いて払い出しをしており、その後薬剤が納品されていることを知らせていな
かったためにおこった）
日勤帯の10時のDIV追加時、隔壁のある前DIVが未開通のまま施行されており、下段ののDIVの 隔壁のあるDIVが、深夜帯の追加になるような医師の指示であった。
みなくなっていることに気付く。
日勤帯の勤務中２回ＣＶリザーバー針の自己抜去があった．
意識レベル?ー３から?ー１０の患者様で以前よりマーゲンチューブの自己抜去ＣＶリザーバーの自
己抜去が見られていた。事故を予測できる状況であった。特に発熱が見られており意識も朦朧と
していた状況であったと考えられるため、声かけのみでなく何らかの改善策を考えるべきであっ
た。
日勤帯より詰所と病室を往復する徘徊みられ、その都度詰所で休んでもらったり病室へ誘導した 患者の不穏行動は以前より夜間帯に何度もみられており、円背、下肢浮腫、歩行時のふらつきか
りして対応していた。不穏時セレネースの指示あったが、薬剤使用でふらつ増強も考えられたため ら考えて転倒の危険因子は多かった。対策ができていなかった。転倒当日も何度も訪室していた
使用せず。入眠後されていたため、消灯し様子みていた。２３時４５分巡回時同室者の声での訪 が、患者入眠後小児の熱発や他のチームの吐血、ナースコール対応に追われ、転倒時まで一度
室。ポータブルとオーバーテーブルの間で膝から転倒。転倒直後時バイタル特別変更なし。膝の も訪室できていなかった。ベッド周囲に物が多く転倒のリスクは高かったと考えられる。
腫れ痛みなし、立ち上がり可能、右膝ふみこみ弱い、１５分後歩行スムーズ。翌日主治医診察、様
子観察となる。
日勤帯よりの申し送りにて、夜間せん妄があり、消灯時間まで車椅子で詰所で様子観察、消灯に 前日、夜間せん妄があり、早めに眠剤を内服してもらったことで、入眠するであろうと考えた。看護
伴いベッドへ戻ってもらい、前日ほとんど入眠出来ていなかったため、リスミー１錠内服。その後、 師の目に届くベッドへ移動すべきであった。
独り言を続けていた。１時間後訪室した際、まだ入眠していなかった。３０分後、物音がしたため、
訪室すると、隣のベッド前で倒れているのを発見した。ベッドにはフォーレ抜去、ＣＶルートが途中
で外れていた。当直医へ報告、処置。意識レベル、バイタルサイン著変なし。
日勤帯よりレスピレーターの低圧警報が続いていたと申し送りがあり、夜勤でもレスピレーターの 警報に対する認識不足
確認、痰の吸引を行っていが改善できなかった。先輩看護師に、挿管チューブのカフを確認する
指導を受け、確認したところ、エアーが抜けていることが確認できた。（チューブを固定する空気を
入れる部分が破損していた）
日勤帯一人でポータブルトイレへ移動されおり、事故のリスクの高い患者だった。夜間はオムツに 排尿パターンの把握不足。３時に排尿がなかったので、また尿意があれば動き出すだろうという認
失禁しており、巡回時交換していた。時排尿あったが３時は出てなかった。オムツ交換時以外は良 識不足。 環境整備不足。ポータブルトイレが軽く押せばすぐに動く状態だった。
好。５時に他患の体交のため訪室するとベッド横の床に仰臥位になってる患者を発見。オムツへ
失禁しており、尿意にてトイレへ行こうとした様子。ポータブルトイレはベッドに横付けしてあったの
が、壁際へ移動しており体重をかけたとき移動してしまったと考えられる。疼痛なく外傷特に見られ
ず。血圧１１０／７０と安定、レベルも変化ないためそのまま様子観察とする。
日頃より暴力的な患者様が、ある患者様に甘えようとし、抱っこを要求するが断られたため、断っ 勤務交替前後の時間で観察が行き届かなかった。
た患者様を引掻いた。
日中、ソルデム３A５００ミリリットルを６０ｍｌ／ｈで滴下していたものを、指示が変わり４０ｍｌ／ｈに 準夜の情報収集では４０ml／ｈと確認していたにもかかわらず、申し送りで注射処方箋とカルテと
なっていた。注射処方箋に４０ｍｌ／ｈに変更しておらず、更新時から時間６０ｍｌのままで滴下して てらしあわすことができていなかったため。
いた。深夜のNSがカルテ指示と注射処方箋の違いに気が付き、インシデント発見する。その後、
当直DｒとNSに報告する。
日中うとうとされていることが多く夜間入眠出来ず病室でごそごそされ独り言も見られる。同室者よ 頻回の訪室すべきであった
り報告あり。行くとサーフローを自己抜去していた。
日中から意味不明な言動や行動あり、準夜になり30分ー1時間起きに訪室していた。21時前に家 不穏行動がみられていたのにルート類の保護や家人への声かけが不十分であった。
人が部屋から出てきて、「点滴をいじって外した。」と報告があり部屋に訪室する。三方活栓の接続
が外れているも、閉鎖回路だったためか逆血みられず。すぐに消毒し接続する。ルート挿入部をハ
イスパンで巻いて固定し、三方活栓部はカバーで保護する。家人にルート類を触ることがあれば、
やめさせて看護師に報告するように声かけする。21時に指示のレンドルミン1/2錠内服する。
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改善策
抑制帯だけではなくミトンも使用する。
情報収集をしっかり行い、哺乳前に再確認を行う。経口哺乳可能な場合は、哺乳後、観察板に経
口 ｍｌと記入する。

よく確認する。
責任は誰が持つかを念頭において業務を行う。親切では業務を行わないようにする。溶解した人
がロットNoを貼るようにする。
持続点滴であったが本日分の点滴は中止。翌日から日中の施行となった。改善策としてルート類
はできるだけ少なくしておく。ベットの片側を壁につけ、４点柵にする。万が一ベットから降りられ時
のために、ベットの下にマットレスをひいた。家人に付添いを依頼した。

基本的確認ミス。配薬に関するマニュアルを再度チェックさせ、自分の行動を振り返るよう指導し
た。
抑制が必要な患者様には効果的に抑制を行う。頻回に訪室し観察を行う。家族の協力を得、付き
添っていただき精神的慰安を図る。
今後は、まず施行前に確認し、確認シールを貼ることを徹底し（印も押す）、また施行中の確認に
おいても、患者名や点滴速度だけでなく、開通確認もしっかりしておくべきだと思う。
「欠品伝票」作成（別紙）

隔壁のあるＤＩＶは、日勤帯に追加となるようにした。
意識レベルのアセスメントを行いミトンの装着を行うまたは，医師に速やかに報告し指示を受ける
等の対策を行う．
環境整備：患者が歩行してもゆとりがあるよう物品配置の変更。ベッド周囲に転倒防止マットをひ
く。また、立ち上がりが多いときは処置室預かりも考える。

初回の睡眠薬投与であり、痴呆もあるため、投与後の観察を頻回に行うこと、可能であればベッド
移動する。

警報に関する認識を変える

巡回時排尿なければその後頻回に訪室し行動に注意する。ポータブルトイレの固定。

状態変化の激しい方の観察は、可能な限り目を離さないようにする。
情報収集したことと、申し送りの内容を照らし合わせ注射処方箋の内容が正しいか再度確認す
る。
行動におかしいことがあれば注意して頻回の訪室に努める
ルート類が目につかないように移動させたり、固定したりする。早めに内服などの処置を行う。
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具体的内容
日中は、自力体動できない人が夜間になると不穏になり抑制をしていたが上手に取り外し膀胱留
置カテーテルの自己抜去する。
日中はトイレ歩行は自己にて可能な患者様であるが、夜間はポータブルトイレを設置していた。21
時にレンドルミンを内服される。22時30分、排尿のため覚醒されるが、点滴架台とポータブルトイレ
の端がひっかかり、臀部より転倒される。廊下に斜めに倒れかかっている点滴架台を発見し訪室
すると患者様は起き上がっており濡れたT字帯の交換を行うところであった。外傷なし。
日中ベッド移動を行い、移動を栄養科へ連絡しなかった為、夕方の配膳時患者がいなかったた
め、病棟ナースへ聞いた。聞かれたナースは確認せず、退院したと答え栄養科は下膳した。30分
後、移動した患者は、食事が来ていない事をナースへ言ってきた。
日中より興奮し危険防止のため左手にミトン、両手・体幹にゼグフィックスを使用して抑制をしてい
た。２３時１０分に訪室するとミトンが血液でにじんでおり、ライン挿入部をみると静脈留置針が折
れ曲がった状態で抜けていた。
日中より興奮気味で点滴自己抜去がみられた。消灯過ぎても眠る様子がなくマイスリー与薬す
る。その後10分後とに観察していた。ベッドから足を滑らせ、半分転落したとき発見した。実害はな
し。
日中より点滴ラインを触れている行動があり、ラインがボトルから抜けないように「ママキャッチ」を
使用し、クレンメは動かさないようにテープ固定していた。２３時２０分に巡回すると電気を暗くし入
眠していたが、０時２０分頃巡回すると電気を明るくし、ベッド上で座位になっていた。床がぬれて
いるため「おかしい」と思い点滴ラインを見てみると床に点滴ラインが抜けて落ちていた。
日中より落ち着きがなく、装具をはずす・起き上がる・立ち上がる等の行為を繰り返していた。１８：
３０廊下に出ようとしているのを見かけ、患者さまの所へ行くも間に合わず、前方へ転倒される。

背景・要因
抑制をしてあるので安心していたが時間事のチェックをしていない。

改善策
頻回の訪室時に確認する。

夜間は睡眠剤を投与しており、ナースコールにて看護師を呼んでもらい監視下にて排泄をしてもら 夜間は必ずナースコールにて看護師を呼ぶように指導する。環境整備。
うべきであった。点滴架台の位置を移動しやすい場所に置くように指導するべきであった。
栄養科へ変更の連絡を忘れた。聞かれたメンバーも、確認せずに退院と返答してしまった。

確実に確認できる方法で確認し、業務を行う。決められた業務を確実に行う。

観察不足

頻回に訪床する。家族の協力が得られれば付いていただき精神的慰安を図る。

転落防止策の強化（抑制）が必要だったか。

行動の予測のつかない患者に対して頻回の訪室すると共に、必要と判断した時抑制する。

観察不足 ラインの固定は行ったが患者様には抑制等は行わなかった。

必要時抑制させていただく。頻回に訪床して観察する。家族の方に協力していただき精神的慰安
を図る。

尿カテーテルが挿入されているが、尿意があるためトイレに行こうとされるも、下肢筋力低下のた ベッドの位置を詰所から見え易い場所とし、頻回の訪室と声かけをしていく。
め歩行困難である。 看護師の声かけ、説明に対する理解が不十分である。

日直業務時１人で調剤・検薬・払い出しを行っていた。払い出しの際、貼り薬が出ていると聞いて プリンターのエラーにより追加処方が出ていなかった。相手に言われたがよく確認をしなかった。
いたんですが、出てませんねといわれ、プリンターを確認するも追加処方がで出ていない事を告げ
る。その後プリンターエラーで停止しているのを発見。エラーを解除し出力させると先程の患者の
ホクナリンテープ処方が出てきた。電話連絡をして、届けた。
日直中に一人で調剤業務をしていた。グリミクロンＨＡ（20）のオーダー入力があったが、グリミクロ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
11945 ン（40）を調剤してしまった。1日服用後、病棟で用量間違いに気づき、返品してきたため判明した。

パソコン・プリンターがエラーしてないかよく確認する。

11944
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日内変動の検査中であり、夜間17:30、20:00の予定であったが、17:30の採血を忘れた。

早だし食事の受け取りと、配膳、食事介助を行なっていた。全患者の食事が終了し、訪室時に気
付き、主治医へTELし報告した。
日内変動検査中の患者様の採血を担当者から頼まれていたが、昼食前の採血をし忘れた。食
依頼されたことを他のスタッフも話す、患者様にも食事前に採血があることを前もって話しておくな
後、担当者に確認され気付く。
どしていればよかったがしていなかった。
日曜に血糖日内変動の採血指示が採取管に月曜になっていたため採血をしなかった。
コンピュターのオーダリングに日曜に入力ならないため口頭で月曜入力になっている旨を主治医
より言われたことが伝達がうまくなかった。
日曜日の朝8：30頃、A氏より「朝から内服がない」と報告があった。A氏のコンピューター画面を開 ・院内事故防止教育の問題点 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
いて内服薬の確認をしたつもりが、誤ってB氏の画面を開いていた。それに気がつかずB氏の処方
を自分で手書き処方箋に記載し、処方を受けA氏に内服してもらった。15時頃、A氏にDM指導をし
ている際に、朝の処方が誤っていたことに気がついた。主治医に報告しA氏に謝罪した。
日曜日の日勤の調剤監査業務中に、アルダクトンA細粒 10mg 1ｘ朝 2日分 の処方に対し、一 当該処方の監査前に、同様の処方で1日分（4日分廃棄）のものがあり、当該処方も4日分廃棄と
日分（1包）しか病棟にわたらなかった.調剤者は秤量する薬剤量が微量となるため、5日分を調剤 思い込んでしまったためと思われる。
し、3日分を廃棄する調剤方法をとった。監査者は一日分と思い違いし、4日分廃棄してしまった。

乳アレルギーの患者に牛乳入りのスクランブルエッグをつけた
乳がんの脳転移、肝臓転移の患者。癌の進行を患者様は察知している。個室に入室中。訪室す
ると患者様がポータブルトイレの横に半座位になっていた。床が尿で汚染され、点滴台が倒れ
ルート内に血液が逆流していた。「トイレに行こうとして倒れた。ナースコールの位置が分からな
11952
かった。」と話す。すぐに全身の観察を行い、腫脹、疼痛がないことを確認する。その後、シャワー
浴と更衣を行う。左臀部に擦過傷があった。
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確認不足
一人だったのに部屋の扉が閉まっていた。離床センサーを設置していたが、夫が帰宅した後にＯＦ
Ｆになっていたことに気付かなかった。離床センサーのｏｎを確認するシステムがなかった。離床セ
ンサーの取り扱いを知らないスタッフもいる。前回の訪室から１時間経過していた。癌の進行を患
者様が察知しており、看護師室に近い部屋で見守る事にご本人がショックを受けるのでは判断
し、部屋の移動を躊躇していた最中だった。スタッフの間で状態が変化し動けないという安心感が
あったため、転倒アセスメントを行い、計画を立案して注意していたが発生した。
乳がん検診の資料と結果の整理を行っていた。その際、同姓のＡさん、Ｂさんの結果を逆に整理し 検診結果の確認手順の問題点
たため、間違った結果判定となってしまった。実際は、異常なしのＡさんに要精密検査の判定がつ
き、外来受診勧奨となった。Ａさんが外来受診された際に間違いが判明。外来で、マンモグラフィー
とエコーを実施し、異常なしを確認し帰宅された。実際は、要精密検査のＢさんは、間違いに気づ
いた時点で、まだご本人へ結果票が送付されていなかった為、正しく訂正した結果票の送付を行
い、外来受診勧奨を行った。後日、Ｂさんは、外来受診され経過観察となった。
乳化剤点滴を行うとき、非塩化ビニールの点滴ルートを使用しなければならなかったが、一般使用 産科では乳化剤点滴を使用する頻度が低い為、知識が十分ではなかった。薬剤のダブルチェック
の点滴ルートで点滴を行っていまった。非塩化ビニールの点滴ルートが残っているのを他の看護 は行ったが、点滴ルートまで確認を行わなかった。どの薬剤が非塩化ビニールの点滴ルートが必
師が発見して分かった。
要であるか分かりづらかった。
乳癌手術後、患側上肢内側に発赤見られる。ドクターより、手台より落ちていたのでは、と指摘うけ 不明。オイフテープによるものか、何かの圧迫によるものか。
るも、術中前腕がずれていたのみで抑制帯で固定している。病棟に申し送り、経過観察してもら
う。
乳酸カルシウム、アルファロールを食後に経鼻チューブから与薬する予定が、実施されなかった。 内服薬が事前にセットされており、その中に乳酸カルシウム、アルファロールもセットされていると
思い込み確認行動をとらず、内服開始の指示があったことのみ担当ＮＳに伝えてしまったことが原
因である。
乳酸カルシウムを調剤分包し、分包された薬剤を確認していたら黒いゴミが混入していることに気 作業前の点検の不備
付いた。分包機を掃除し再度調剤した
乳酸カルシウムを分包したところ、分包機のカッターに不具合が生じた為、１包づつちぎると粉が 監査時、分包紙のカッター部分の異常に気付かず監査を行った為。
出てしまう状態であった。
乳児の診察の際、カーテンを閉めようと一瞬目を離した隙に乳児が処置台から転落した。そばに 研修医への教育が不十分であった。また、処置台に乳児を寝かせる場合は目を離さない。ベッド
は母親も付き添っていた。様子観察したが、変化はなかった。
の位置に垂直に寝かせることなど徹底されていなかった。
乳腺の外来手術予定患者の手術予定表に左右を間違って記入した。他の手術申込書、患者説明 医師の説明と異なっていたため、患者により発見された。
は正しかったので、患者申告により間違いが発見した。
乳腺炎で受診、医師より抗生剤点滴の指示が出た。（ロセフィン２ｇ）皮内反応テストをせず実施し 妊婦健診は３３名と平日の倍であり、その他の状況で乳腺炎・乳房トラブルが６名いた。昨夜より
てしまった。事実に気づいたのは、明日も抗生剤の指示が出たが、救外申し送りの為テストの確 乳腺炎で救外を受診、発熱も見られていたことから、初めての抗生剤ではないと思い違いをして
認をチームの助産師に言われテストしていないことに気づいた。
いた。業務がスムーズに流れるようにと焦っていた。患者様も待たせていた。
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・日、当直時は1人業務となるため、慎重に確認を行う。
勤務者同士の声がけも必要だし、アラーム設定したり、採血忘れがなくなるように、個人の自覚も
再度確認、意識高める。
声を掛け合って確認する。
伝達の徹底 オーダリングシステムの見直し
・処方切れは事前に確認する。 ・看護師が処方することは業務違反であることを認識する。
治医又は当直医へ依頼する。

主

先入観をもたずに監査へ入り、確認を徹底すること。

盛り付け後のメニュー確認を行う
離床センサーがｏｎになっているかを退室の度に行うことに決め文書で明示する。情報の共有を図
るため、カーデックスに記載した。離床センサーの取り扱いの学習をした。動くかもしれないという
予測での転倒防止策にした。引き続き転倒の危険性を申し送る。夫に転倒の危険性と対策を説明
し協力を求める。看護師室に近い部屋に替え、見守りを強化した。
必ず，同姓同名の受診者の確認をし、資料整理を行う。同姓同名と分かるように、ゴム判を押す。
結果判定後、有所見者の確認を行う。乳がん検診の資料整理マニュアルを作成する。

点滴ルートまでもダブルチェックを行う。どの薬剤が非塩化ビニールの点滴ルートが必要である
か、明記した物を作成する。院内全体で点滴ルートをすべて非塩化ビニールのものに変更できな
いか検討中。
患肢を手台に確実に固定する。
指示が出たことに関して、その薬がセットされており、確実に投与されているかというところまで確
認が必要。そこまでできたことで指示受けができたということであり、今後は最後までの確認を確
実に行っていく。
日常の機器点検を強化する
分包者・監査者も確認を十分に行うこととする。
新人研修の内容の見直し
引き続き、この運用を継続する。また、事前に各書類の記載内容に誤りがないかチェックを行う。
慌てずダブルで確認する。

具体的内容
乳腺外来で乳腺細胞診の検査の時、前の患者に使用した器具（ディスポシリンジと注射針）を次
11962 の患者に使用してしまった。

改善策
使用セットはすぐ破棄する。手元に破棄容器をおく。交代時申し送りを確実にする。検査器具セッ
トは担当者自身が行う原則を守る。
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器具はすぐ片づける。リキャップしない。交代時申し送る。
１人だけでなく２人以上で確認してから配薬をする。

11964
11965

11966

11967
11968
11969
11970
11971
11972

11973

11974
11975
11976
11977
11978
11979

11980

11981

11982

11983

11984

11985
11986

11987

11988
11989
11990

背景・要因
担当看護師昼食交代時、前の患者使用セットを破棄してなかった。交代した看護師はセットのまま
の器具を次の使用のために用意したものと思いしようした。使用時その都度セットする原則をしな
かった。
乳腺穿刺の際2名の患者に同じ注射器を使ってしまった。
前の器具を片づけず放置した。そのことを医師に送らなかった。
乳糖を内服してもらおうと思っていたが、間違えてＰＬを内服させてしまった。乳糖のことをＳＬと
乳糖をＳＬと呼んでおり勘違いでＰＬを手にしてしまった。内服薬であったので他のスタッフに確認
いっている。
してもらうことなく内服させてしまった。
乳房切除術を受ける患者が入室前に、病棟看護師に妊娠の可能性があると言い、その事を入室 入室前に妊娠についての説明が十分にされていなかった。
時に申し送りされる。担当医師に、直ちに確認し患者と話をされた結果妊娠している可能性がある
以上、手術は出来ないと説明。患者も納得し手術延期となる。
乳房切除術後、間接介助であった。通常病理室へ組織を提出する場合、検体を切り出し室に持っ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
て行き、病理室へ電話連絡する手順になっている。しかし、他のスタッフに検体を切り出し室に
持って行ってもらい、病理室への連絡を忘れてしまった。翌日が休日であったため、検体が1日放
置され乾燥してしまった。
入れ歯を外す時に舌で丸めて取り出そうとして、喉の奥に入り込みむせてしまった。
介助して取り出そうとすると左右に留め金がむき出しになり、ひっかかりそうになってしまった。そ
のため、ご本人が焦り、顎を上げてさらに奥に入り込んでしまった。
入院１週間以内、痴呆、精神安定剤服用中、ベッド上安静、排尿しようとして。訪室してベッドより 尿カテーテル留置中であるが、トイレに行こうとしたらしい。
転落しているのを発見する。外傷はなし。
入院２日目、２１時３０分初めてアモバン１錠服用。０時２０分排尿のため尿器とろうとして移動。
尿器は位置は適切であった。アモバン服用量は適切であったか（初めての服用）、半量でよかった
ベッドサイドに座り込む。外傷なく額部打撲。
のではないか。アモバン服用後の観察が不十分であった。
入院２日目、物音と大声がして訪室すると、他患者のベッドサイドに立っているところを発見した。 痴呆症状
本人いわく「１人出歩いていて転倒し、ベッドに帰ろうとしたが場所がわからなくなった」とのこと
入院２日目の患者が自己管理している内服薬を服用間違いをしたと申し出があった。確認すると ・自己管理決定基準の間違い ・患者の理解力の把握不足
服用量や用法を間違えていた。自己管理に決定したのは入院時に患者に尋ねたところ「自分で飲
めます」と申し出があったので決定した。
入院4日目に朝7時に病院正面玄関から荷物を持って無断で出て行った。交通量の多いところを 正面玄関の自動ドアが常に24時間開放されていた。
駅にむかっていた。痴呆がある患者。
入院された患者で、入院時指示簿に、採血（入院時一式）の指示あり、また採血ラベルも出力され 入力の日付けの確認不足
ていた。入院日当日に採血するものだと思い込み、採血施行。スタッフセンターに戻り医師指示簿
で指示をひろう際、翌日に採血の指示がでている事に気付き、2日間連続して採血する事がないと
思い、パソコンの入力で確認し翌日の入力になっている事に気付いた。
入院してきた患者が荷物の整理を一人で行っていたところ、棚の扉を開いた状態で角の金属部分 棚の扉の位置がちょうど頭上にあること。扉の角が尖っていること。金属部分の形状。
に左頭頂部をぶつけ、裂傷を負った。
入院してきた時使用していた義歯が不明になった。病棟内では、水につけてフタ付き容器に保管、 物品のチェック方法 ・入院時の義歯チェックがしていなかった ・転床日もチェック項目への記載
転床日に食事開始、義歯使用は不明。転床後、義歯がなくなったと1週間後に連絡があった。
がなかった
入院ドックの採血の量の不足。
採血しなければならない適量を把握していなかった。
入院のため外来に迎えに。検査があり(EKG、胸部・腹部X-P)伝票をもらった。名前を確認せず各 ・カルテの名前とエンボスが違っているのを確認しなかった。 ・伝票をもらったとき、患者様の名
部署に伝票提出。EKG時、名前を確認したところ、本人と伝票の名前が違っていた。外来カルテに 前を確認しなかった。
同姓で違う人のエンボスカードが入っており、そのまま使用していた。
入院の腎臓病食１１名分のそばを湯がくのを忘れ配膳が２０分も遅れてしまった
確認不足
入院の説明をする際、入院日が祭日であることを認識しなかったため、平日入院の説明をしたこと 認識不足。思い込み。
で、担当者がいないところで待っていてが様子がおかしいので時間外窓口に問い合わせ間違いが
発覚した。
入院の定期投薬にて、マイスリー(10)1/2Ｔをアマリール(1)1/2Ｔと間違えて調剤してしまい、監査 ・名称が似ていた。 ・半錠だったため両方とも分包されたものであった。
でも気づかず投薬してしまった。 患者の家族より薬がいつもと違うという問い合わせが詰所にあ
り発覚する。
入院の定期与薬にてハーフジゴキシンとダイアート1錠を2日１回服用するようになっていたが、記 字が読みにくかった。
載が1／2日となっていたのを1／2錠と読み間違えて1／2錠調剤し、与薬してしまった。次の定期
投薬を別の薬剤師が調剤したときに発覚する。
入院患者1日分の注射薬をセット調剤する際、「ソリタＴ3×1本、ソリタＴ3Ｇ×3本」であるのに「ソリ ・当直帯の一人体制での過誤であることから、確認（自己監査）が事実上行えていなかった ・名
タＴ3×2本、ソリタＴ3Ｇ×2本」で調剤し、自己監査の後払い出してしまった。病棟にて看護師が投 称が類似していることから間違いが起こった ・早朝の調剤であったので、集中力を欠いていた
与前に気づき連絡、交換した。
入院患者１名と外来患者２名がγナイフ処置室に入室した。前処置の為、各々患者の名前を記載 ・医師と看護師のコミュニケーションの問題 ・業務手順やルールを医師と看護師間で共有出来て
したスタンプに「ソセゴン１５ｍｇ＋セルシン１０ｍｇ」を吸い、患者ごとにトレイに入れワゴンに置い いない。
た。看護師は医師より入院患者の静注指示を受け、指示量を実施した。その後、外来患者の準備
から戻ると医師より入院患者の静注を実施したと伝えられた。看護師が既に静注していることを報
告。医師は入院患者のスタンプが減っていた為、外来患者用のスタンプを使用したと伝えられ、セ
ルシンが重複投与が判明した。
入院患者２名の胸部レントゲン撮影が同じ時間帯に行われ、放射線技師ができた写真に名前を ・放射線技師が１人しかいないこと ・当日は整形外来日で外来患者の撮影も行われ、多忙であっ
貼らずに机の上に置いて、ＣＴの検査をしていた。そこへ病棟看護師が写真を取りに来たため、い たこと ・レントゲン撮影と（別の患者の）ＣＴ検査を同時進行したこと
そいで名前シールを貼り手渡した。その後、患者の主治医が胸部写真が違っていることに気づき、
写真の名前を貼り違えたことに気づく。（患者は１人が男性、他方が女性であったため、胸部の大
きさでわかった。）
入院患者がベッドサイドに座っていた
痴呆患者
入院患者が外泊する際、内用薬の一部を渡し忘れた。患者が病院から出た後で与薬ボックスの 外泊患者への与薬時についても、再確認もしくはダブルチェックを行う手順になっているが、確認
再確認をしたところ、食前の薬を渡し忘れたことに気付いた。すぐに患者宅に連絡し、家族が薬を を怠った。
受け取りに来られたので、正しく服薬できた。
入院患者が眼科外来を受診。１１時４０分ごろ看護師のフルネームの呼びかけに「ハイ」と返事あ 眼科中待合は複数科で共有。返事があってもリストバンドで確認すべきだった。
り診察室へ、医師も名前で呼び入れ診察終了。しかし１２時ごろ待合室にいた入院患者が診察は
まだかと問うて来て、名前確認すると先に呼ばれた患者と同じ名前だった。改めて入院患者を診
察。先の患者は誰だかわからない。
入院患者が朝の薬を飲もうとして、いつもラシックス１Ｔなのに、２Ｔ分包されていることに気付い
一人で調剤し、自己監査だった。調剤の間に他の用事（電話に出るなど）が入り、集中できないこ
た。前日に薬剤師が分包ミスしていた。
とがある。
入院患者が泌尿器科受診時、尿を最終確認せずに処分した。
診療科への確認を怠った。
入院患者さま、Ｘ線撮影のためヘルパー付き添いで車イスで来室。撮影前にフルネーム確認した ヘルパーが連れてきたので、姓のみで信用しそうになったが、念のためルール通りに患者さま本
ところ、同じ姓で違う患者さまと判明。
人に名前を確認して分かった。
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担当医師に、直ちに確認し患者と話をされた結果妊娠している可能性がある以上、手術は出来な
いと説明。患者も納得し手術延期となる。
・組織の取り扱いについてのマニュアルを見直す。 ・業務チェックリストを作成する。 ・病理室で
も検体が提出されない場合は、OP室へ確認するよう協力依頼。（同意を得た）
取り出す前にゆっくり外すよう声かけする。
頻回に訪室する。転落による衝撃を最小限にする工夫をする。
初回服用する際の眠剤の量は医師に再確認する。尿器等が使用しやすいように環境を調整す
る。
マッタ君の使用
・院内統一の自己管理基準に基づいた決定
夜間の出入り口を21時から朝7時まで1箇所に決めた。自動ドアを夜間閉鎖とした。
入院日に必ず採血があると思い込まず、ラベルの日付け、パソコン入力の日付けをきちんと確認
していく。また疾患によっては空腹時の採血が必要な場合もあり、採血項目にもきちんと意識して
確認していく。
入院オリエンテーション時に、注意を促す。設備面で検討する。
・転床サマリーのチェック項目の変更 ・入院時観察項目の記入方法の明記
採血不足にならないよう前もって確認しておく。
・カルテにエンボスを入れるときは、名前を十分確認して入れる。 ・使用するときも確認を怠らな
いようにする。
ダブルチェック
カレンダーで確認し確実に伝える。
・入院の場合、血糖降下剤は病名または既往歴に糖尿病があるかどうか確認してから調剤するこ
とにした。 ・血糖降下剤を半錠で分包する場合、薬品名以外に糖尿病薬と印字するようにした。
今まで曖昧だった記載方法を統一した。
当直帯での自己監査の更なる徹底
・指示に関係するコミュニケーションでは特に話し手と受け手が共通の理解になっているか互いに
確認し合う。 ・ルーチンの業務手順やルールを見直し、医師と看護師間で共有する。

・確認の徹底

患者の抑制、家族の協力、ベッド柵の充実
マニュアルの不遵守が原因と思われるので、マニュアル遵守を徹底する。
一人で行動できコミュニケーションに問題ないと思われる患者でもリストバンドで確認する。

一人で調剤するときは、集中する。薬局への不要と思われる電話連絡が多いので、必要以外はか
けないように他部署に依頼する。
担当Ｎｓが不在であったが、再度担当Ｎｓへの確認を実施する。
これからも、ルール通りフルネーム確認を行なっていく。
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具体的内容
背景・要因
改善策
入院患者さまのご主人より、補助者にお礼だからと包みを渡そうとされたが、補助者は「規則だか 上司に相談することなく、強固に拒否し続けたためと思われる。
通常の業務はもちろん、その他の事に関しても師長に相談する。師長は、補助者に指導していく。
ら絶対に貰えない」と断った。そのやりとりを何度もしているうちに、ご主人が補助者の足を杖で叩
かれた。他の補助者の連絡で師長が謝罪した。
入院患者さま申し送り時に病棟にお迎えのＴＥＬをした所、申し送り途中にＴＥＬをきられた。そのた 確認しにくい雰囲気があった。
最後まで相手の話を看護師さんが聞いてくれてたのなら患者さんを待たせることも、２度手間にな
め車椅子が必要な事伝えられず申し送りの際にその事を外来で準備するように言われたので
るようなこともなくなるであろうとおもわれます。
走って準備をして、戻ってきたら看護婦さんはいなくなっていて、なおかつ患者様はほったらかしに
されていた。用意してくれと言われたので準備したのに、結局病棟に車椅子をとりに行っていた。
再度患者を迎えにきた。患者さんも入院慣れしている方で『おいて行かれた？』と不快な気分に
なっていました。
入院患者さんは病棟で本日９時２０分に尿管留置カテーテル抜去となった。尿意はなく腹圧指導を ・尿管カテーテル留置患者の処置に対して、判断ミス、知識不足があった。
・専門である泌尿器科に依頼し、尿管カテーテル留置患者の勉強会を開く。 ・尿管カテーテル留
受けていた。１８時頃、腹圧をかけ１０００ｍｌ近く排尿があったとの事。その後当診療科の泌尿器
置患者のマニュアルを作り、専門ではない部署でも一定基準の医療提供が出来るようにする。
に受診されたが、その時患者は腹痛が強くうずくまっていた。自力での排尿は困難と判断し尿管留
置カテーテル再挿入とした。病棟で適切な時期に導尿の処置が取られず、腹痛、膀胱過伸展を生
じさせてしまっていた。
入院患者で病棟よりデノシン１本の請求のところ、２本払い出しをした
毎回、２本の請求だったため、伝票をよく確認せず払い出しをしたため。
払い出す前に、再度薬名と数量をもう一度確認すること。
入院患者に採血の指示あり施行する。採血指示量の血液が採血でき、右手で刺入部を圧迫し、 採血を実施する過程で家人が圧迫してくださるかもしれないと予測ができておらず、声かけや周囲 採血を実施する過程では家人に説明し一連の過程が終了した段階で刺入部の圧迫を依頼するよ
利き手ではない左手で抜針をした直後、家人が刺入部の圧迫をしようと反対側のベッドサイドより の観察が十分にできていなかった。処置を実施していく過程の中で、様々なリスクを頭の中に入 うにする
手をのばしてこられた手に針さしをしてしまった。入院中の患者はＨＢプラスであり、血液をしぼり れ行動することができていなかった。
だし水で洗浄後アルコール綿で消毒してもらう。
入院患者に届ける薬を準備してあったが忘れた。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認の徹底、複数での確認等
入院患者のミキサー食の中から栄養科で使用しているミキサーのゴムパッキンの一部が混入して 機器の使用時安全確認。
使用するときは、異物は入ってないか異常音はしていないか、充分確認する。
いた。患者発見。
入院患者の外来他科処方箋が時間外に出力された。そのため、薬剤師は、薬袋ラベル印字シス 確認不足や思い込み コンピューター関係の教育や指導体制
薬袋印字システムを使用しラベルを出力する際には、画面の変化に十分注意をする必要がある。
テムのバーコードリーダーで患者IDを読み取り、患者名・病棟名ラベルを出力、薬袋に添付、病棟
また、最終的には、処方箋の患者名とラベルの患者名を必ず確認し、処方箋にチェックマークを付
に渡した。その後、看護師が「薬袋ラベルの患者名」と「処方箋控えの患者名」が異なることに気づ
けることの遵守。
き、直ちに薬剤部へ薬剤（未使用）を戻し、薬剤師は、手書きによるラベルを作成、本来の病棟へ
渡した。薬袋ラベル印字システムは、バーコードリーダーで患者IDを読み込んでから、画面上にID
番号が即座に表示される。しかし、患者名が表示されるまでには時間がかかるため、前回出力し
た患者名をもう一度出力してしまった可能性が高いと考えられた。うまくＩＤを読み込めなかった場
合にはエラーが表示されるが、今回、表示はされていない。
入院患者の採血管を前日に用意する際に、血糖と生化学のスピッツを間違えてバーコードラベル 尿検査と糖の検査はセットであるとの思い込みが、ラベルをはりまちがえの要因だと思われる。ま 事例共有によって注意を促し、確認作業の徹底を図る。
をはってしまった。検査では人を替えてのラベルのダブルチェックも実施しているが、そこでも
た、チェック者（検査のダブルチェック者及び病棟でのチェック者）は間違いないだろうとの思い込
チェック漏れしてしまった。更に病棟でも採血する際チェックしてくれるはずであったが、これも漏れ みが、確認の目をおろそかにしたことの要因と思われる。思い込みや慣れによるミスの連鎖により
てしまい、不要な血糖の採血を患者に実施してしまった。
リスクを回避する手だてはあったものの、有効に作用しなかった事例だと思います。
入院患者の持参薬でシグマート（２．５ｍｇ）を５ｍｇと判断して医師に報告した。
錠剤の形状の問題
複数の薬剤師で確認するようにする
入院患者の知らせで、身障トイレで右足を投げ出し、左足を内側に曲げて膝下をすりむいて出血 ウーゴくんを日中つけていなかった。電動ベッドを自分で操作していたことにＮＳは気づいていな 1日中ウーゴくんを装着しておく。電動ベッドの電源は、使用しない場合は、切っておく。
し、尻もちをついて倒れている患者を発見した。
かった。
入院患者の注射オーダー分を準備し、病棟へ交付した。病棟よりタガメットとタチオンが間違って ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・監査の見直し ・薬品棚の配置を換えた
いると指摘を受けた。
入院患者の朝の薬を準備時、内服薬の不足を発見した。昨日の朝、深夜帯と日勤帯の看護師が ・病棟薬剤の使用管理の問題 ・患者に渡す担当責任者の問題
・入院患者の朝の内服は深夜看護師が責任をもって行う。 ・合わせて朝の薬の渡す時間を日勤
９時の交代時間前後に両方で内服させ過剰投与となった。その後、患者に問題が発生しなかっ
帯と交代する１時間前の８時にした。 ・金庫に入っている今回の麻薬の管理として、管理表を作
た。
成し出した時に記入することにした。
入院患者の定期検査で、血算、生化、血糖を２名分、スピッツ管計６本が検査科に提出されるは ・ひとつの業務を複数名でおこなった点 ・各段階において確認を怠った点 ・提出本数が違って ・確認の徹底をスタッフ間に再認識させた
ずが、５本しかないうえに、患者Ａのものが４本、患者Ｂのものが１本であった。患者Ａの血算が２ いるのに疑問に思わなかった点
本あったが、どちらかが患者Ｂのものであった。検査科で気づき病棟看護師に確認したところ、ス
ピッツ管のラベルを作成したもの(手書き)、採血準備をした者、採血をした者など複数の看護師が
関与していた。後日あらためて２名分の採血を行った。
入院患者の内視鏡検査で持参したＩＤカードが他人のであった。そのため登録を間違えてしまっ
今回の間違いは，まず病棟から患者を降ろす際，他人のＩＤカードを持たせてしまったこと。次に検 確認作業の手順見直し。病棟での同姓者の間違い防止策の検討。
た。医師が検査終了後間違いに気付いた。患者は影響ない。
査室で伝票，カルテ，ＩＤ，患者氏名の確認がきちんと出来ていなかったこと。順番表にＩＤカードで
名前を記載していたこと。確認手順をまもらなかったことが原因。
入院患者の内服薬１回４錠が思い込みで１錠になっていたのを看護師の指摘により気付く。
業務手順確認
パソコン入力後の再確認の徹底。
入院患者の薬袋に他薬剤と組み合わされていたレンドルミンをカマグと思い込みで記入してしま 業務手順の確認
再確認の徹底
う。看護師の指摘で気付く。
入院患者は前回のＣＴにて出血性梗塞があり、再度ＣＴ撮影を施行した。１１時頃ＣＴ画像が病棟 ・フィルムを確認する時、日付確認を検査室と病棟の両者で怠った。 ・ＣＴ室では撮影終了後技 ・画像を見る時は日付と名前を必ず確認する。 ・検査室では今回の事例をきっかけに古い画像
に上がってきた為、Ａ医師と看護師で出血性梗塞の広がりが無いことを確認し、その際指示変更 師が患者さんの移乗の為一時的に操作卓コンピューターから離れており、その間に医師が病状 は削除し、呼び出せないようにした。 ・ＣＴの操作卓コンピューターを複数で使用する場合、必ず
はなかった。１４時３０分Ｂ医師と看護師で再度ＣＴ画像を確認し、ワーファリンの指示が出て、患 変化を確認すべく前回の画像を表示し、そのままの状況で技師は画面変更がされていることを知 主たる担当者に使用状況を引き継ぐことを徹底する。
者は内服する。フィルムをしまう時、本日分のＣＴが見当たらず検査室に確認すると前回分の画像 らずに本日分と思い込み画像の印刷を行った。 ・緊急でＣＴを行っているため、病棟の医師や看
がコピーされて上がってきていたことが分かる。本日分を上げてもらい確認すると出血性梗塞の広 護師は上がってきたフィルムは本日のものという思い込みが強かった。。
がりが認められ、ワーファリン中止となった。
入院患者より果物のみかんが腐っていたと連絡あり、代わりの果物を渡した。
食品管理
果物を洗う時３段階に渡って腐ってないか確認を徹底する。
入院患者様が透析室で食べられるのに、透析室と病棟の両方に食事が出された。
食札に指示を書き忘れた。
食札に指示を書く。
入院患者様にクラビット点眼液が処方されていたが誤ってラキソベロン液を調剤して病棟に出した 処方番号の見間違いでクラビット点眼薬と思い込んで監査してしまったこと。クラビット点眼液とラ 非常に多忙となっているため一人調剤となっており、良く確認することと、病棟でのチェック機能が
ところ病棟で気付き患者様には渡してなかったとのこと。
キソべロン液の間違い
きちんとできているのでマニュアルどおりの流れとなっており、このまま病棟での協力も得たい。
入院後、抗生剤の指示があり、時間を０時にしていた。覚えていたつもりであったが、忘れてしまっ
ていた。深夜勤務者が発見し、２時施注し、その後の抗生剤の時間をずらして施注することになっ
てしまった。
入院後３日目の患者様。認知症の症状が発現してきていた。夜間入眠されず要観察中であった。
２：００訪室時、バルンカテーテル･点滴を自己抜去されているところを発見した
入院後ＣＢＣ採血後に自己血採血の指示であった。自己採血後にＣＢＣ採血と思い込み先に自己
血を採血。
入院後IVH挿入される。最初は口頭指示で輸液指示が４０ｍｌ／Ｈで、その後変更あり８０ｍｌ／Ｈと
なっているのを確認不足の為４０ｍｌ／Ｈで実施した
入院後から、不穏状態にあった。1時頃より覚醒され、ゴソゴソ落ち着きがなくなる。2時、不眠時指
示のアモバンを与薬し、4時まで入眠される。4時、失禁しておりオムツ等交換し、退室する。看護
師がナースステーションに戻る間にベッドより転落していた。
入院後より痴呆症状強くなっていた。ベッドより降りようとして転倒された様子。右前腕に擦過傷
あって出血あり。

時間外の注射の指示の表示、スタッフ間での連携が足りなかった。

思い込み

スタッフ間で共有しあい、お互い声を掛け合う。分かりやすいところに表示する。院内で時間注射
時間の統一を行った。そのため、特別な時間の入院であっても、患者様ひとりひとりの点滴時間に
ならないようにした。
・危険度の評価を確実の実施する ・頻回な訪室をする ・充分に入眠できるよう医師の指示を依
頼する
指示は繰り返し確認

・口頭指示の後カルテを確認したが良く見ていなかった為 ・注射箋の確認不足

・口頭指示のあとは注意してカルテを確認する

アモバン内服後であった。また、看護師の予想以上に患者が動くことができた。

転落後、転倒予防マットをひく。しかし、不穏状態続くためベッドのまま、ナースステーションへ移動
してもらい、四肢抑制をした。

痴呆症状強く環境の変化に適応出来ない状況であった。

ベッド柵の追加と離床センサーを設置した。

･危険度の予測が不足していた
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具体的内容
入院後より不穏あり不動手袋装着していたが不動手袋を嫌がり多弁になっていた。独り言、手を
鳴らす。同室者から苦情。
入院後内服薬開始となり、薬局より処方箋が上がってきて整理している時に、ウルソ６錠分三後
だったが２８日の夕は２錠ではなく１錠のみの与薬となってしまった。
入院後発熱が続いているため抗生剤を点滴を朝夕で行っていた。９日にこの抗生剤を止める指示
が出ていたが指示が拾えておらず４日間続けて施行していた。
入院時、アナムネをとる際,内服薬がきれることを患者様から伝えていただいたが、医師に処方を
依頼出来ず、内服が出来なかった。
入院時、グルコバイＴを1回／日（夕直前）という指示の処方をカレンダーにセットしたところ、朝食
薬にセットしてしまった。22日（入院日）の夕は内服せず。翌日の朝、内服してから夜勤者より指摘
があった。主治医がちょうどその場に居合わせたため、状態を報告。血糖も落ち着いていたため、
その後は内服せず様子をみることとなった。
入院時、外来でＣＴ撮影が終わっていたが未撮影だと思い込みレントゲン室まで患者を下ろした。
入院時、喫煙歴があるにもかかわらず、禁煙を十分に説明しなかったため、術後３日目の朝、病
室でタバコを吸ってゴミ箱に捨てられていた。階段から廊下にかけてパンを焼いたようなにおいが
して発覚した。
入院時、経管栄養の指示が「１日１回在宅の量で」となっていた。しかし、経管栄養は、家と一緒で
ですねと医師に口頭で確認し、カーデックスに１日３回と指示を降ろした。少し落ち着き、入院時の
指示を確認したが、１日３回と思いこんでおり、指示を確認したにも関わらず、指示受けが間違っ
ていることに気づくことができなかった。６日に主治医が経管栄養１日２回へ増量との指示を出し
た時に、今まで間違った投与していることに気づき医師へ報告。７日から１日２回の投与となった。

入院時、酸素吸入の指示が出ていたが忘れ、申し送りのときに気づき、その後に酸素を投与し
た。
入院時、他院より持参された紹介状を紛失してしまった。
12027
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背景・要因

改善策

業務手順

不動手袋の装着し無いなら頻回の訪室

１錠づつ切り分けてしまった

処方箋の確認

同じ抗生剤の点滴を再開する指示がでて来た時に指示が拾えていなかった事に気付かなかった 深夜でカルテ整理をする際 指示受け漏れが無いようしっかりと確認する
内服がきれるということをメモをとらずに聞き、後から処方の依頼をしようと思っていて、そのまま
になってしまった。
内服セット時の確認不足。ダブルチェックした上でも誤りに気付かなかった。セットする上でどこか
朝直前薬だという思い込みがあり、間違ってしまった。

内服がきれることを聞いた時点で、メモにとり、忘れずに行動にうつせたらよかった。また、誰かに
伝えるような行動がとれていればよかった。
確認をしっかりする他ない。セッティングする時は時間のゆとりがある時を選ぶ。処方内容をセット
する前に一度声にだしてみるのもいいかもしれない。

情報伝達の問題点。
確認をしてから患者をおろす。
現在院内全体が禁煙になっているが、患者様への説明が十分ではなかった。患者様は外国人で 院内の目に付くところに禁煙の張り紙をする。イラストで、日本語が十分に理解できなくでも分かる
あり、日本語も十分に理解できていない状況であった。
ような張り紙にする。
１６時頃の入院で、指示が１６時３０分頃となり、準夜勤務者に迷惑が掛からないようにと、とても 入院時の指示は、リーダー、または、次の勤務者と２人で確認するようにする。１つ１つ丁寧に指
慌てていた。口頭での指示確認の内容を自分の解釈で思いこんでおり、入院時の指示をカルテで 示受けをし、常に自分が思いこみをしているかもしれないという緊張感を持つ。
確認したにも関わらす、気づくことができなかった。

確認不足

再度確認をする。

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 テーブルの上にカルテ等が散乱しており、その場にものを置くことは、紛失の原因になる為整理整
頓を呼びかけた。大切な書類はDrにすぐに見せるかカルテのポケットにしまい紛失を避ける。
入院時、内服は手持ちの薬を飲ませるよう指示があり、患者の母より薬を預かったが、その中にカ 確認不足。
薬包に薬名が記載されていない時は患者や家族、薬局等に確認してから、飲ませる。医師の指示
ルテ、伝票に記載された薬の他に以前より処方されていたテルバンスも入っていた。その薬の袋
の確認の徹底。
12028
には薬名がかかれておらず、カルテ、伝票に記載されている薬であると判断し、止めなければい
けなかったテルバンスも分包した。
入院時、排泄に関して家族より情報を得ると、入院前より尿意はわかるもののほぼ失禁のため、ｌ ベットの形状の問題
・出来るだけ巡回を行なう。 ・Ｐｔの観察、日常生活自立度を正確に把握し評価査定を慎重に行な
オムツ装着・介助必要とのことで家族と本人と相談・同意の上で、ベット柵を両サイド持ち上げタイ
う。 ・病室の環境整備。
12029 プ設置しトイレ移動時にナースコールで知らせてもらい、ポータブルトイレを設置した．しかし、入院
当日にベット柵を乗り越えて床に坐りこんでいた。Ｘ－Ｐの結果、大腿骨頚部骨折と診断される。
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入院時 尿測の指示がでていたが指示もれのため実施できていなかった
指示漏れ
入院時から患者管理でペンフィル３０Ｒを注射していた。指示では１０単位であったが、患者は１２ 入院時、持参薬の確認方法
単位うっていた。医師に報告し、指示書を変更してもらった。
入院時から血圧が高く、整形外科から内科へ外来診察依頼があり、往診された。病棟で内科医師 往診の場合の情報伝達不十分。整形医師も看護師も受診したことの結果把握や認識が薄い。指
は検査指示や次回受診日などの指示を出し、検査箋、回答用紙を作成し外来カルテのポケットに 示が外来カルテであり、漏れる可能性がある。
はさんでおいた。診察は一人で行い、看護師や医師への伝達もしなかった。しかしそのまま外来カ
ルテは片づけられ、指示が伝達されなかった。内科医師の連絡で気が付いた。
入院時から倦怠感が強く、歩行は見守りされていた。昨夜、不眠訴えてロヒプノール錠ＰＯし、発熱 睡眠薬服用患者の朝方の行動を予測できていない
に対してボルタレンＳＰ挿入していた。朝、覚醒し、下熱してすっきりとしていたので、自分で洗面器
を持って洗面に行こうとして、転倒した。患者様は｢大丈夫かなと思った｣と。
入院時から全面内服薬が中止であったが、15種類ある内服薬の中から，5種類だけ再開の指示 中止の内服薬の再開を口頭で受けた
がでた。その中にアローゼンがあったことは理解していたにもかかわらず、他の内服薬と一緒にホ
チキス止めするのを忘れて払い出した。翌日、病棟看護師が発見した。
入院時から転倒の危険性ガアリ、ナースコールマットを設置して、4点柵をしていた患者さん。夜、 夜間の患者観察の問題
マイソリーを服用して入眠されていたが、朝6時にセンサーが鳴り訪室すると、柵を乗り越え、手と
膝をツキ、ベットから転落していた。幸い、外傷もなく、ＶＳも変動なし
入院時から不穏で，転倒歴もある患者さん。夕方18時にラシックスＩＶも施行され，頻尿に加え、不 患者の状態観察と転倒予防対策の遅れ
眠の訴えあり、ＰＭ8時にレンドルミン１ＴＰＯする。薬効みられず、ＰＭ9時30分にロヒプノール１ＴＰ
Ｏし、その後，排尿でＮＣあるほかは入眠されていたが、ＡＭ3時に物音がして訪室スルトベットか
ら2～3メートル離れたところに膝をついた状態でうずくまっていた。患者さんは，寝ぼけた状態で，｢
どうしてこうなったのだろう｣と話される。外傷はなかった。ベット柵を乗り越える危険があり、ベット
柵を足元ははずしていた。病室はＩＣＵとし、低床としていたがうーご君はつけていなかった。
入院時にシーネエラスコットを巻いて入院された患者様の手術出室時の指示漏れ
日勤帯にシーネ装着の件を申送り出来ておらず、そのまま手術出しになった。
入院時に記載されている体重で、化学療法をおこなった。（タキソール、パラプラチン）その後（３日
後）、定期体重測定で２０ｋｇ実際重いことがわかった。入院時、体重を記載し間違えていた。
入院時に抗生剤の点滴の指示があった。「１日に何回投与」との記入はなかったが、注射箋に「１
日２回」の転記をしてしまい、本来投与する抗生剤の倍量を投与してしまった。
入院時に高脂血症食でオーダーされた食事箋が、３時間後に糖尿病食へ変更されたことに気付
かず、そのまま高脂血症の特別食を配膳してしまった。
入院時に採取した検体（血算）を提出する際、検体がみあたらず、破棄するはずだった検体と取り
違え、違う患者の検体を提出してしまった。その後処置室の片付けをしてる際に提出するはずの
検体があったため、すぐに医師に報告し再度検査にだした。
入院時に食事箋の記入間違いによりカロリー、蛋白質が多い食事がいき続けた。カルテ記入は本
来の食事であったため、発見が遅れた。
入院時に内服薬が、多数ありバラバラの日数の為整理した。しかし中に捨ててしまった薬があり処
方をしてもらわなかった。
入院時に預かった点眼薬を１週間点眼することを忘れてしまった。診察時に医師に指摘された。

治療前、体重の確認ができていなかった。

指示は各勤務で確認し自分が実施しなければならないことをきちっと把握する
なし
・指示を入院カルテに記載する ・受診の介助、情報把握する

患者指導の徹底と睡眠薬服用後の残眠感の観察強化
文章での再開指示を受けるよう指導した
ウーゴ君の設置をプランに追加した。
ラシックスは内服に変更。うーご君装着

・入院時にいつもと異なった状態で入院されてきた時は主治医にしっかりと確認する ・申送りを確
実に行う
化学療法マニュアルに体重測定は、直前に再度おこなうを追加。

抗生剤の点滴は、「１日２回行うもの」という思い込みにより、指示をしっかり見ずに転記してしまっ 指示が不明な時は主治医に確認をする。
た。
確認不足と思い込み。
新しい伝票が出てきた場合は、細かくチェックする。
・複数で介助につく際、採取した検体をどこにおいたのか、情報の伝達ができていなかった。 ・入 ・情報伝達の徹底 ・一人の処置が終わった時点ですぐに検体にラベルを貼る ・破棄する検体に
院がたて続けにあったことで焦りが出てしまったため確認を怠った。
も名前を書き破棄するものと分かるようにする
看護助手による食事箋の記入間違いが考えられた。

入院が多く煩雑であるため、看護師での確認作業が必要である

内容と種類をしっかり確認していなかった。科による処方もあった。

科別の処方などが一括になされていない為に検討していく。

医師指示書にも患者様の持参薬でも必要な薬は入力してもらう。患者様から受け取った時にすぐ
に入力する。
入院時のアナムネーゼ聴取を病室で行い、患者から「プライバシーに関することを病室（大部屋） 入院患者が５名同時にあり、面談室を利用できなかった。患者に病室での情報収集の同意を得て 情報収集の基本は面談室で行うことを再徹底した。やむなく病室で情報収集を行う場合も、最少
12045
で質問するのは非常識である」と指摘された
いなかった。 患者のプライバシーに対する認識、配慮が欠けていた。
限度とすることにした。
入院時の検尿をトイレに置いたままで検査室に提出し忘れ、患者から指摘された。
患者から採尿したと報告を受けたが、その後うっかり忘れ提出し忘れた。
患者からの依頼は、できるだけ早急に対応する。ＰＣ上の指示画面で勤務帯毎に、未提出検体を
12046
確認する。
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確認不足 ケア一覧に入力することを忘れてしまった。
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具体的内容
背景・要因
入院時の採血の指示が何種類かあったが１種類検体が不足していた。深夜、準夜の看護師はど 採血に関する教育の徹底
の検体で採血するのか把握できていなかった。
入院時の指示で？ソリタＴ３－５００ｍｌ？ヴィーンＤ５００ｍｌ？５％ｇｌ５００ｍｌのところを指示受け及 指示誤読。記入ミス。
び確認の時に？？？ソリタＴ３－５００ｍｌと誤読した。伝票が？？？ソリタＴ３－５００ｍｌとなってい
たので、？？はソリタＴ３を施行し、？追加時点で深夜看護師が指示と伝票の違いにきづいた。
入院時の指示で12月○日の所に自己血輸血４００ｍｌ（１１／○）分と書いてあった為 検査ノート 指示を受ける際、リーダーに報告せず勝手に検査ノートに転記したため、確認して転記すべきで
に記入し印をおした。注射ワークシートの記載を忘れ 輸血当日担当NSも忘れていた。注射係に あった。自己血輸血の流れを把握できていなかったためのインシデントであり、マニュアルを見直
も伝わっておらず指示の輸血がされていなかった。主治医に報告し12月○日施行する。
す。
入院時の腹部ＣＴ検査予約を、伝票提出、予約受け、患者様に説明をスタッフにしてもらった。カル 連絡が電話であった。あとで事実確認が出来ない。伝票での確認をしなかった。
テを見ながら申し送りをした。（カルテに朝延 ボードに５日検査と記入あり）当日放射線科にカル
テ フイルム持参時に検査日が違うことが分かる。患者様は絶食していただいていたので、放射線
科からＤｒに確認し、検査をしてもらった。
入院時はスケールでレギュラーインスリンを施注していた。28日よりﾉﾎﾞﾘﾝN１２E（100E／1ml）の変 入院時に持参薬の確認が出来ていない。注射実施時の注射液を100E／1mlと思い込み確認をし
更指示があり、40E／1mlを７日間施注し、過小与薬に気づいた。FBS２００前後で経過。入院時の ていない。
紹介状はﾉﾎﾞﾘﾝN100E／1mlと記載されていた。本人持参のﾉﾎﾞﾘﾝｲﾝｽﾘﾝがノボリンN４０Eと100Eの
２種類とは知らず、100Eは開封されてなく、患者から開封してあるこれから使ってと言われ100Eと
思い込み確認をしなかった。
入院時はテオドール100ｍｇ1錠分1（夕）内服していた。11日からテオドール100ｍｇ3錠分3へ変更 退院時、カルテが医事へおりているため、確認せず指示変更もしらず、準備された薬を渡した。カ
となっており、指示受けしたときの看護師が、分1（夕）と、朝・昼分追加の分を合わせて整理されて ルテがおりる前に、最終確認しカルテをおろす。複雑な指示を処方箋のみで受け、Ｄｒ指示欄に記
いた。退院後家人が薬の袋と中身が合わないと持参され、整理した時、分3と書き直されてたが、 載がなかった。
夕の所に飲む印が入ってなかった。
入院時はライン抜去や起上がり動作があったため抑制していたが、翌日から家族の方が付き添 観察不足
われ、意識レベルも改善傾向であったので抑制をせずに観察していたが、家族の方が帰られたた
めに訪室すると末梢点滴ラインを抜去していた。
入院時より１週間尿測の指示があったが１日間尿測が出来ていなかった
入院指示受け時に見落とし
入院時よりせん妄状態、不穏あり。精神科薬内服中であった。覚醒し活動的になる時と傾眠強い ラウンド時にゴソゴソ動き出しているのをわかっていたが、訪室回数を増やすことだけしかしなかっ
時とむらあり。7日より危険行動なく傾眠傾向であった。9日深夜勤務にて、4時頃よりベット上でゴ た。
ソゴソしている姿あったが、起き上がる動作みられず様子をみていた。他看護師に時々様子を見
てもらうように依頼し休憩に入ったが、4時30分他看護師がナースコール対応中に自己にてベット
柵はずし転落。
入院時より開始するはずだったワーファリンが入院時に外来で入力されておりその他の内服な上 外来のNsより持ちこみ薬継続の申し送りあった。しかし、本人持ってきておらずリーダー確認しDr
がってきてカレンダーセットし内服されていたがワーファリンのみ内服されていなかった。後日、薬 に事情説明し再度入力していただいたが、上がって来た薬のみセットしてしまいワーファリンには
局に確認すると残薬あるとのことであった。ワーファリンの増量の指示が出たため発覚した。
気がつかなかった。
入院時より開始とカルテ上記載のある内服薬ドルナー３錠が内服できていなかった
処方箋が無かった
入院時より持参薬は自己管理していた患者様であったが手術後はベッド上安静となるため看護師 確認不足
管理とした。看護師管理としたその日に、デパスが重複して内服されている事を知った。薬は入院
後、持参してきた薬がなくなったため、当院で処方していた。当院で処方した翌日、家人がデパス
を他院で処方してもらい患者様に渡した。患者様は看護師に伝える事なく内服していた。
入院時より心電図モニター管理の指示が出ていた患者。心電図モニターを装着していたが、ナー ・心電図モニター入力後、正しく入力及び作動しているかのチェックを怠った。
スステーションの心電図モニター画面では他患者の波形が写っていた。消灯前のモニターチェック
時に担当看護師が気付きモニター機器の再操作にて目的の患者の波形が正しく写るようになっ
た。
入院時より不穏あり特に夜間は精神的にも落ち着きなく、転入時より転倒・転落、ライン抜去など ルートを包帯で固定しテープも止めていた。又、ルートが見えないよう掛け物の下を通し、巡回も
の危険予防は看護計画に上げていた。ルートは十分に固定し、頻回な巡回を行っていたが、訪室 頻回に行った。しかし、患者自身、痴呆と精神的に不安定な状況にあった事を、もっと考慮すべき
時、右末梢ラインを自己抜去していた。
であった。家族が付き添っている間は、比較的精神的に落ち着いているので、出来るだけ点滴の
時間を家族面会中に終わらせるよう調整する必要がある。
入院時より毎日蓄尿し、尿蛋白測定の採尿を行っている患者様。0時の部屋回りの際、尿スポイド 採尿することはわかっていたが、ナースコールに気付き、慌ててしまった。
をもって部屋回りにいく。蓄尿容器をサニタリーに運ぶ。そのときナースコールがなる。そのまま蓄
尿排水溝に流してしまう。流した後に、検体を採取し忘れたことに気付く。
入院時より輸液ポンプ装着し、輸液管理を行っている患者。応答やや緩慢。２３時２５分ポンプア 意識レベルを把握しておきながら、ベッド柵を転落部位のところにはめていなかった。自己体動で
ラームにて訪室すると、ベッド右下部へ転倒し、うずくまって横たわっていた。直ぐにベッドに上げ、 きており、転落の予想はできていたが、大丈夫であろうという思い込みで、柵を４ヶ所していなかっ
当直医師コールした。右前頭部腫瘤あり、経過観察となる。
た。
入院時医師の指示は、翌日採血・Ｘ－Ｐ・注腸とあった。サインはしたが注腸検査しか出来ていな 指示を受けたとき、検査ノートに記載せず、後から採血管が上ってくるため、確認・記入しなかっ
かった。
た。注腸透視の前処置に気がとられてしまった。
入院時外来薬継続の指示があったが、医師に指摘されるまで服用していなかったことに気づかな 入院時持参薬を持参していると思いこみ薬の確認をしなかった。外来カルテを見なかった。
かった。
入院時患者様、施設双方ともに検査入院3日間と聞いていたとのこと。持参薬は3日分のみ。以降 入院時内服の管理ができるかのアセスメントができていなかった。3日間入院ではないであろうと
は内服薬が切れている状態であったが、患者様からの訴え得られず。入院時に付き添いの妻へ の医師のコメントを口頭にて受けていたが3日目以降の内服処方もしくは持参について、申し送り
続き分を持参して頂く様依頼してあった 8日後より血圧上昇あり。10日目看護師より患者様へ内 が途絶えていた。内服についてカーデックスや内服ファイルにも記載がなかった。また毎日検温時
服の有無を確認したところ内服していないことが判明。当日夕方より降圧剤処方し内服再開す。 内服確認を怠っていた。血圧上昇があったときに既往歴から考えて内服できているかすぐに考慮
すべきだった。

改善策
知らない項目は、本を見たり、検査科へ確認する。
ルール厳守。指差呼称を徹底する。
指示受け時、注射ワークシートの記載を行う。また医師が輸血指示を出す際に電子カルテにも自
己血輸血と入力してもらうようよう徹底し注射ワークシートがあがってくるようにする。
システムの変更：１．伝票を確認するまでが手順のうちと、再確認
をＦａｘに変更してもうよう、変更となった。

２．放射線科からの電話連絡

入院時の持参薬の確認及び薬剤師による薬剤指導。注射実施時の指差し呼称で声だし確認を守
る。

Ｄｒ指示の記載の徹底を依頼

家族が帰られた後は頻回に訪室する。必要時抑制もさせて頂く。
指示をしっかり確認する
ベット柵が外せないようにひもでくくりつけ固定した。抑制を考慮してもよかった。

薬の内容を再度確認し疑問に思うべきであった。見落としがないか再度カルテに戻り確認するべ
きであった。
・指示をとった時点で処方箋があるのかを確認しておく ・処方箋とカルテの照合を必ずする
患者様管理の薬でも服用確認を行う。他施設で処方された薬は全て看護師に見せてから服用し
て頂くようにする。
・心電図モニターの入力をした後は必ず正しく入力されているか確認する。

今後も、予防策を十分に行なうことは重要であるが、精神面を考慮した巡回、声かけが必要であ
る。
落ち着いて行動する。捨てる前にもう1度確認する。
ベッド柵を増やすことで防ぐことができた事案である。
検査指示を受けた場合は、検査ノートに記載し、採血管が上がってきた時に確認する。
入院時持参薬の確認を患者と共に行なう。服薬確認をする。
入院時内服薬管理ができるかアセスメントし不明な場合はそれを申し送りし、カーデックスにも記
載しておく。不足分の内服薬を家族などに持参していただく場合、理解良好な方かを合わせて判
断する。入院時入院期間について、家族や施設の方に正しく伝わっているか把握する。施設から
の転院の場合、看護サマリーを書いていただくよう相手先へ依頼し、早期に患者様の状態を把握
できるようにする。検温時正しく内服できているか確認する。また異常があった場合、既往歴なども
考慮に入れ、内服を確認することも必要である
検査結果の報告は検査科が行い、報告優先順位は主治医、循環器医師、部長、院長とする。
放射線科スタッフに注意をした。

入院時検査における連絡ミスにより、検査結果の報告が遅れた。
入院時検査における確認ミス
入院時検査に廻っていた際、胸部レントゲン後にＥＫＧに廻らないといけないのに、放射線科の人 ケアレスミス・伝達ミス
12067 が気づかず患者様は診察室の前で待っていた。胸部レントゲンが診察室に帰ってきた際に照射録
がついて返ってきておりＥＫＧがスミになっていなかったため録っていないことが判った。
入院時高血圧の内服を持参し入院。カルテの検温表に転記した際、2種の高血圧剤の用量を間 持参薬の転記は医師がしていたが、看護師が記載間違がいをした。
持参薬の、転記は医師に依頼し、看護師は内容の確認を行う。
12068 違い記載。医師はそのまま処方されたが、配薬した際、患者から用量が違うことを指摘されカルテ
に記載内容が違うことが分かった。
入院時指示に濃厚流動食の指示があったが、下血していたため、絶食と思い込んで食事の指示 下血の場合は原因検索の必要性や安静を目的に絶食の場合が多いので、思い込んで処理した。 思い込みで行わない。おかしいと気づけば指示した理由を確認する。
12069 を絶食とコンピューター入力した。
入院時の指示を外来で行なってきているものがあったので、入院後の急ぐ処置がなく申し送りを
聞いたのみで指示書をよく確認しなかった。
12066

464

12070

12071

12072
12073

具体的内容
背景・要因
入院時持参薬が朝の内服袋、夕の内服袋でカルデナリンがそれぞれあった。残数がバラバラで 持参薬の取り扱いの問題
あった為、一つの袋に統一し投与方法を朝・夕にした。HCUより上がって来た処方箋の投与方法
は1T/1×夕になっていたが修正するのを忘れてそのままであった。19日から26日夕まで2T/2×
にて投与。27日残数少ない為当院にて処方する際発覚。処方薬局に問い合わせた1T/1×夕で
あったと確認。※持参薬を処方箋に記入する際、Fa、HCUへの確認せず書いてしまった。不明で
あれば問い合わせなければならなかった。内服薬を用意投与する際、処方箋との確認を行えてい
なかった。
入院時他院処方薬持参あるが、薬の数がバラバラであり、自己管理困難と判断し、詰所管理とし 患者に手渡す際に、用量の確認が不十分であった。当院での内服続行の指示を医師から受けた
ていた。他院処方箋のとおりに管理し、28日より内服再開した。30日朝内服した後で、抗うつ薬3種 時に、用量においても再確認、再検討するべきであった。薬を渡された家族から何も情報を得られ
類、狭心症の薬1種類を2倍量内服していると訴えあり、話を聞くと、処方箋に書いてある用量は２ なかった（家族は知っていた）。処方（処方箋には2倍量で書かれていた）
8日分出したいのを14日で2倍量で出しているため（保険の関係で）、一回の内服量は半分にする
よう医師に説明を受けていたとのことであった。２８日昼から30日朝の間、2倍量内服されていたこ
とが分かった。
入院時腹部ＣＴの指示が出ていた。伝票に胸部ＣＴと書いたため胸部を撮り、退院時医師より腹部 入院時指示の確認は２名の看護師ですることになっていたがしなかった。
のＣＴではないことを指摘され再度撮り直しをする。
入院時預からないでしまった患児の水薬を母親が管理していた。母親から祖母に代わり、15時に 入院時持参薬の確認をしなかった。
来院した母親に1回に1日分を内服させたようだと言われた。
入院処方で「ヘパンＥＤ」のところ「エレンタール」で調剤してしまい、監査でも発見されず病棟へ払 まず、同じ経腸栄養剤であることによる思い込みから発生した間違いであるが、終業時間に近い
い出してしまった。病棟看護師が気づいて連絡があり交換するも患者が一部を服用してしまった。 時間帯であったことが、調剤者と監査者の注意力を不足させる要因と考えられる。 また、病棟に
組成の違いはあるものの同じ経腸栄養剤であり、患者への影響はないものと判断された。
おいても確認不足で、与薬に至るまで看護師が発見できなかった。
入院処方のNaClの分包の中にベリチーム顆粒が混入していた。患者は服用していなかった。
分包機の掃除の不徹底（前の分包薬品が分包機に残っていたのかも）。監査不十分。

改善策
取り決めを行う

内服続行か指示を主治医に確認する際には必ず、用量の再確認を行う。患者への内服手渡す際
に、名前用量に間違いが無いか確認する。家族から薬と処方箋を貰った時にこのとおりの飲み方
で間違いが無いか確認する。

指示の確認は看護師２名で行なうことを徹底する。検査に移送する場合は指示の確認を再度行な
う。
入院時持参薬の確認をすることを遵守する

薬剤部においては、たとえ終業間際などの慌しい時間帯であったとしても、調剤の際は充分注意
するよう薬剤部員に周知徹底した。病棟においても処方された薬剤確認の徹底を看護師長より呼
びかけた。
分包機の掃除をきちんとする。監査時、一包一包よく確認する。分包者も調剤後は自己監査を行
12075
なう。
12076 入院処方箋臨時欄に２つ指示がでていたが見落とした
見落とし
二人以上にて監査
入院前から自己ＤＴ測定・自己インスリン注射をしている患者。眠前も自己ＤＴ測定してもらい、値 本人に眠前の血糖値を聞いた際にすぐに確認し、インスリンを施行するべきであったが、後回しに 自分の業務がすべて終わっているか、早めに確認するようにする。リーダー報告を早めに行なうよ
が２２２であった。院内スライディング半量の約束指示があったが、忘れてしまい、リーダー報告時 してしまった。
うにする。血糖測定時には必ず約束指示の確認をし、早めに施行する。
12077
の２３：２０に気がつく。血糖測定を行ったところ１５１。主治医に電話報告し、インスリン施行の指
示であったため、２３：３０にイノレットＲ１単位を施行する。
入院前のＡＤＬは自立。Ａ氏は吐血にて入院。ＥＩＳ（内視鏡的硬化剤注入療法）後はベット上安静 ＥＩＳ後は、ナースコールで看護師を呼んでいたので一人で歩かないと思い込んでいた。貧血によ 医師、看護師による充分な説明。入院時、転倒・転落のアセスメントシートの活用。
となる。同室者のナースコールで訪室するとＢ氏のベットサイドで同室者に支えられて立ち上がろ るふらつきが入院時みられたが転倒する危険をしっかり説明していない事。又、医師の許可がで
12078
うとしていた。同室者やＡ氏によると、同室者と会話をしていたが、難聴の為、聴き取れずＢ氏の るまで床上安静であること等の説明不足。
ベットサイド゜まで歩行し丸椅子に座ろうとしてすべり落ちたとの事。
入院前のインフォームドコンセント不足のまま入院。患者の食事介助などの方法が、患者家族に ・入院前の説明が不十分だった。
・入院前の説明を十分に行い、病院として可能なこと不可能なことをはっきり伝える。
12079 理解されず、数時間の説明にもかかわらず、病院の方針を納得してもらえなかった。 結局その患
者は退院することとなった。
入院前の検査指示（胸部ＣＴ）が外来ででたが、見落とした。入院後、病棟看護師が撮影されてい 確認しなかった。
医師診察後、病棟への申し送り時等２重、３重の確認をする。
12080
ないことに気付いた。
入院前はペンフィル30Ｒを７単位施行していたが、検査前が４単位に変更の指示あり患者にも説 検査前の臨時指示であり看護師同席で実施するよう説明すべきであった。
インスリン注射を一時的に変更する際は、看護師管理で施行する。
12081 明してあり、了解されていた。時間になり、確認しようと病室へ行くとすでに実施済みで、確認する
と入院前の７単位施行してしまっていた。
入院前より、栄養チューブが挿入され、経管栄養を行っていた人だった。低血糖による意識障害 病状から、チューブを抜く元気はないという判断ミス。
行動アセスメントを行い、必要時、抑制するなどの対応策をこうじる。
があったが、ＢＳ２００ー３００代となり、発語がみられるようになっていた。時々、顔まで右手を持っ
12082
ていく行動があったが、様子みていた。見廻り時に訪室すると、胃チューブが抜け、寝ていた。
12074
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入院前より左下肢麻痺ー０．５あり．歩行は左へやや傾くが歩行器使用リハビリ中にて安定しつつ 患者への声掛け，説明不足．
あった，しかし体幹バランス不良であった．18時Ns患者の部屋の前通りかかると「ゴン！」という音
有り．訪室時ベッドの脇に尻餅をついていた．聞くと，床に置いてあった杖をしゃがんで掴もうとし
て，バランス崩して，対面の壁に前額部を打撲したという．前額部腫脹なし，意識レベル?ー１レベ
ル不変．バイタルサイン異常なし，瞳孔R=L対光反射n．p．麻痺悪化無し．安静にしていただいた．
しかし，10数分後再び「どすん」と音聞こえ，今度はベッド足側の床に尻餅付いてた．疼痛すぐに消
失．外傷無し．
入院中アルダクトンA錠が1Ｔ⇒1/2に減量になったが減量以前に書かれた定期薬は1Tのままだっ 定期薬処方を処方日の数日前より書いているのが処方変更時、定期薬処方箋の訂正もれが生じ
たため、その薬をもって退院された患者より電話で問い合わせがあり発覚。
た。
入院中に実施した大腸ファイバーの生検結果（悪性ではなかった）が、患者退院後に帰ってきた 退院サマリーが記載済みであったため、その後に戻ってきた伝票が主治医にみせられずに、整理
が、主治医が確認する前に、看護師が入院カルテに綴じた。外来にて、主治医が病理結果の説明 されてしまった。病理組織はオーダリングに対応されておらず、コンピュータで確認できない。
がまだであることに気付き、病理報告書をさがしたところ、すでに入院カルテに綴じられて、カルテ
庫に戻っていた。
入院中に点滴を施行しルートを生食でロックしていた。点滴が中止となった時点で抜去せず退院 確認するシステムなく、チェック体制もない。退院時のシステムの不備。
時も気付かず、抜去しないまま退院してしまった。自宅で家族が気付き、抜去したと退院後初めて
の外来受診時に訴えあり。
入院中の患者様が、主治医の指示通りに内服していなかった。
入院後の前医よりの投薬を、主治医は内服するように話したが、患者は飲んでいなかった。
入院中の患者様の病状が変わったため、家族に連絡するためにカルテを見たが他者のカルテを
見ていたため、他患者様の家族に連絡してしまった。
入院中の同じ患者様で同一の処方が２枚処方され、日数が異なっていたため、分包時に同一患
者・同一薬品ということで分包数が逆になって病棟へあげる。
入院中の方自身、車椅子を押し食堂へ向かっている際、食堂まできた所で、職員が目を離した時
に、食堂の椅子に車椅子が当たりバランスをくずし転倒。食堂のドアに頭部をぶつけた。頭部に腫
張と擦り傷。
入院注射指示をソルデム３Ａ５００を３本／日と指示すべきを２本／日と入力し担当Ｎｓに指摘さ
れ、訂正した。
入院直後の患者で、持参薬があり、入院後も処方されていたが、把握できてなく、朝の薬が服用さ
れていなかった。昼患者に指摘され気づく。患者に影響はなかった。
入院定期処方でガスターD錠10mgが1日1錠、分1、7日分処方されたものにもかかわらず、全量14
錠で調剤を行ってしまった。鑑査でもチェックが抜けてしまった。このことは病棟薬剤師による予薬
の準備中に判明し、余分な薬剤を回収した。
入院投薬にてコメリアン(100)2Ｔ分2のところを院内に採用されているのがコメリアン(50)しかなかっ
たため、思い込みでコメリアン(50)2Ｔ分2で調剤してしまった。他の薬剤師が病棟にて服薬指導中
に気づく。

高齢であり，忘れっぽい性格に加えマイペースな患者である。また麻痺の状態より体幹バランスコ
ントロール不良にて、気を抜くとよろけやすいため、転倒要注意人物だった。この日は一日中自己
にてリハビリ行っており、本人の思う以上に疲労あったと考えられる。運動と休息のバランス取るよ
う説明すると共に、頻回の訪室行った。

処方医は処方変更時、先に書いた定期処方箋の書き換えを行なうよう注意を払う。
病理伝票は、必ず、主治医に見せてから整理することを徹底する

退院時のチェックリストを作成。点滴ロック中だと分かるような、伝票などの工夫をする。

慌てていたためカルテをよく確認しなかった。

入院時投薬内容の確認。本人とよく話し合って投薬の重要性を理解してもらう。医師も患者さんに
入院説明する。場合によっては、薬剤師にも必要時協力を得る。
急いでいてもカルテの確認はしっかり行う。家族への連絡は落ち着いて行える他者に依頼する。

包数、薬名、分包誤差、患者名等は確認不十分であったため。

包数、薬名、分包誤差、患者名等は確認を徹底すること。

目を離したスキの出来事

患者さまが車椅子を押して歩行している間は見守り介助を続け座って頂くまでは、目を離さない。
歩行時の障害物になる物に注意することの徹底。

登録前の再確認を怠った。

指差し、声だし確認の徹底。

確認不足

入院時患者の持参薬を必ず確認する。また、残チェック表を作る。

調剤ミス、計数間違い、確認不足、思いこみ、業務中断

直前のRpの薬剤が１日量で2錠であったが、そこで一度作業が中断され、次のRpも同量と思い込
み、さらに確認不足であったためにミスへと繋がった。今後、作業を中断した場合には最初からや
り直し、処方箋との照合・確認を徹底する。
投薬時にミリ数が記載のないものに関しては調べて、複数規格が存在する場合には必ず問い合
わせをする。

調剤した薬剤師が新人だったため、規格が2種類ある事を知らず思い込みで調剤してしまった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
入院当日、13時ファンギゾンの注入開始となり1mg点滴後、異常がでないことを確認し、15時より 実施量を医師よりカルテを見ながら口頭で指示を受け、時間を確認せず実施。通常の時間注射 ファンギゾンの使用方法を理解して実施。
ファンギゾン10mg点滴開始すべきところ準夜帯21時すぎでと申し送った。注射指示書の時間を確 のように思い込み間隔を空けてしまった。ファンギゾンの使用方法を理解していなかったことが大
12095
認せずに時間記載した。準夜勤務者が実施しようとしてきずいて医師報告。翌日実施となった。 きな原因と思う。初回開指示は１mg注入し、副作用が無いことを確認し、徐々に増量すること。
又、副作用の関係上夜間注入はしないこと。
入院当日である。頻繁な下痢のため、ポータブルトイレを用意していた。その都度、ナースコール 入院による環境の変化。麻薬使用と頻繁な下痢で体力の消耗があった
患者指導の徹底
12096
を押してくれていたが、「もう一人で大丈」と思い、移ろうとして転倒。物音で看護師駆けつける
入院当日に、大腸ポリープに対しＥＭＲ目的で、内視鏡センターに出棟したが、カルテを確認する ・内視鏡検査等で、中止すべき抗凝固剤の薬についての、患者説明の基準や、医療従事者に対 ・手術や検査等で、抗凝固剤の使用中止が必要な場合に患者にも理解して頂くよう、薬の一覧表
と、抗凝固剤を内服されていたことがわかり、出血の可能性があるため中止になった。 患者へ
して、情報が確実に伝達されるような工夫がなかったか。
を作成し、内服開始時、説明に活用する。また、手術・検査時にも確認する。 ・医療従事者に対し
12097
は、医師より、生検・ＥＭＲ等の処置が出来ない旨を説明し、本人承諾で、大腸内視鏡のみの実施
て、問診時情報の漏れがないようにチェック項目を問診表に入れていく。
となった。
入院当日にかゆみが強くアレロックの処方が出ていた。パンスポリン点滴中止に伴いフロモックス 薬袋の右上に書かれている臨時という文字は患者にとって理解しにくかった。看護師が患者へ処 分かり易い薬袋にかえる。患者へ処方薬を渡す時はその効能と内服方法を理解できているのか
抗生剤が処方されていたためその説明に行くと、「アレロックは臨時と書いてあるから飲んでいな 方薬を手渡すときに、その効能と内服方法を患者がわかるように説明できていなかった。
の確認を行う。
12098
かったけどいいのでしょうか」と質問があった。１度も内服をしていなかった。薬袋には朝、夕食後
に１個づつ内服と説明書きされていた。主治医へ相談し、希望時のみになった。
入院当日に手術することになったとう骨骨幹部骨折の患者様。麻酔の説明を手術前患者様とその ペントシリンの指示を出した整形ドクターはこの患者さんがペニシリンで発疹が出た既往があるの 家族からペニシリンアレルギーということを病歴聴取で聞き終えにペニシリンで発疹ありと記載し
家族（両親）に説明した際家族に食べ物や薬のアレルギーあるかどうかを尋ねたところペニシリン を知らなかった。支持受けナースはペントシリンの皮内テストが陰性だったので指示通りに施行し たら他の医療従事者にもわかるようカルテ表紙にペニシリン禁と赤で記載すべきである。
アレルギーで内服薬で発疹がでたことありますとのことであった。ペニシリン系の抗生物質は使用 た。皮内テストが陰性でもアレルギー反応が起きうることを知っておくべき。
しませんよと説明した。手術室に患者さんが入室してきて申し送りでペントシリン１ｇ／生食１００ｍｌ
12099
と申し送られた。ペニシリンアレルギーなのにペントシリンでよいのか？と聞くと皮内テストは陰性
でしたとのこと。ペントシリンは約半分０．５ｇ体内に既に投与されていたその時点で抗生剤は止め
整形主治医に連絡相談しパンスポリン０．５ｇ／生食１００ｍｌに代えた。念のため強みのＣ１Ａ静注
して麻酔導入した。術中術後特に変化無かった。
入院当日の午後より心ｶﾃ予定で11:00頃、入院される。外来看護師は医師より、口頭指示（胸X- 緊急口頭指示出し、指示受けの情報伝達が徹底されてない。看護師もｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ画面で確認時に 緊急の口頭指示出し、指示受けの情報伝達の徹底。オーダリング画面で指示が出てないことが、
12100 P・ECG後入院）を受け、病棟看護師に伝えた。心ｶﾃ検査後、医師より採血検査が未実施であると 指示がないことを確認しているが、医師に確認していない。
分かった時点で医師に確認する。
指摘を受けた。ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ画面を確認するが、指示は出てなかった。
入院当日の事故。患者は当初循環器内科であったが、別の疾患が発見されて外科に転科となっ 入院時担当した看護師Ｂはスライディングスケールのことは知っていたが、別の患者の入院業務 担当看護師は指示箋の内容を確認する。どんなに多忙であっても確実にチェックする。緊急入院
た。外科医師の指示で毎食前に血糖値を測定し、数値によっては指定量のインスリンを投与する に携わっていたため、看護師Ａに申し送りをすることができなかった。日勤から当直者に勤務が代 時は、看護職間の連携を強く持つようにする。勤務が日勤から夜勤に変わるときの勤務体制の見
12101
指示が出ていたが、担当看護師Ａ、入院時担当した看護師Ｂもそのことに気付かず、インスリンの わるときに立て続けに入院が入ったため、スタッフ全員があわてていて、気持ちにゆとりがなかっ 直し。
投与がされなかった。
た。緊急の入院で多忙の時は、普段出来ているダブルチェックができない。
12102 入院費（室料差額）の未請求。
確認不足、思い込みにより請求漏れとなってしまった。
請求書発行後、必ず医事コンピュータ画面上で入力されているか確認する。
12103 入院報告書を渡し忘れた。
業務手順、チェック体制
手順の確認
12104 入院予定 外来より確保サーフロー接続が外れ逆流
三方活栓延長チューブ点滴セットの各接続にテープの補強が無かった
入院時訪室時のルート確保・位置確認
入院予定者のＡ様とＢ様の入院カルテの表紙の印字が逆になっていた。入院担当者が、事前に ケアレスミス
受付で入院カルテを作成する際に入れ替わったということがわかった。受付に注意を促した。
12105
確認していたので気がついた。
入院予約をした時にあらかじめ試験管を用意する。その際ＣＢＣに貼るバーコードを血糖に貼って 検査でダブルチェック、病棟でもチェックと３段階のチェック機構があるにも関わらず再発してし
先日チェックの強化を呼びかけた直後のミスということで、再度検査科内で注意を促すと共に、病
12106 しまった。翌日生化学データが出たのにＣＢＣのデータが出ていないことで発見。血糖の試験管で まった。検査科内でも注意を促した直後の再発であった。
棟にも確認の強化を申し入れる。
ＣＢＣを実施できたため、患者さんに影響はなかったが、データ報告の遅延を招いた。
入所者の家族より、当該利用者が車椅子よりズリ落ちフットレスに尻持ちをついていると報告され 長時間の離床と入浴後でもあった為、疲労度が高かったのか。座位保持がとれなかったのが原因 見守りの強化。長時間の離床をさけ疲労の軽減を計る。
12107
て気づく。
だろうか。
入所者はベッドから起きようとしていたと思われる。右側に頭から転倒する所を発見する。左頭部 入所者の不眠及び興奮、スタッフの観察不足
不眠の際は早めに車椅子に移乗し目の届く所で観察が必要
12108 打撲の様子あるも腫脹・発赤なし。当直医師診察後、経過観察の指示あり。意識レベル変化なし。
今後、意識レベルの変化等考えられる。
入所者より、昼便で出かけ夕方帰るので夕飯は置いておいてとコールがあった、昼食入らないと 思い込み確認不足
確認する、声に出して白板に記載する。
12109
勘違いし準備しなかった、入所者から申し出があり急いで準備した。
入床時ベッドから自ら転落。 病室からうめき声聞こえ訪室。ベッドサイドに座り込んでいた。 どう ベッド柵を頭部側のみ使用していた。足側にも柵をすべきであった。
今後しばらく、転落防止のため胸帯使用する。
12110
して落ちたかわからないと言っていた。
入職９ヶ月の看護師は他の看護師からＡ患者さんのインスリン注射を頼まれた。同時にＢ患者さ ・新人に同時に３つの業務が重なった。 ・指示実行直前に指示書の確認、患者確認をしていな ・新人の特徴と許容量を見極め、依頼方法を工夫する。 ・薬品を準備する時は指示をよく見比べ
んのヘパリン生食のフラッシュ、Ａ患者さんのバイタルサインチェックを依頼された。インスリンとヘ い。 ・同時に２人の患者さんの指示をこなそうとした。
準備する。また患者さんを訪問したら、もう一度指示書の患者で間違えがないか、準備した薬剤は
12111 パリン生食を用意し、Ｎｓステーションを出る時には依頼された３つは全てＢ患者さんの事と思い違
あっているか確認して実行する。 ・１トレイ１患者というルールを守り、指示書及び患者確認を怠
いし、バイタルサインチェック並びにインスリンを注射してしまう。Ｂ患者さんには低血糖症状の明
らない。。
らかな影響は認められなかった。
入眠１時間後に患者の血圧下降が見られたため、過剰与薬に気付いた。祝日のため薬局から２ 患者の床頭台に置かれていた２日分の内服薬を本日分だけだと思い込んでしまった。慌ててい 血圧の低下があり、主治医に報告。ｈａｎｐが中止となった。忙しい時こそ、基本的な確認を怠らな
12112
日分の分包が準備されたが、２日分を本日分のみだと思い、投与してしまった。
て、他のことに気を取られ、内容の確認を怠ってしまった。
い。
入眠困難で不眠時指示を１ー３まで使用し、自室で横になってもらった後個室の巡視にまわり対 背をそって歩き転倒しやすい状態で、落ち着かず、動きまわってしまう状態であったが、自室で横 交代で患者を見守るか、抑制をする必要があった。
応中、音がし、みると、個室廊下で患者が仰向けに倒れていた。バイタルサイン、意識レベル異常 になった後、患者を１人にし巡視にまわってしまった。
12113
なく、外傷なし。頭痛・嘔気なし。主治医に報告し、様子観察の指示を受ける。その後も落ち着かず
動き続ける。４：３０から入眠。状態変化なく経過した。
入眠困難のため追加眠剤を与薬した４５分後に、ナースステーションを訪れ、円形テーブルに右こ もともとふらつきがある上に、追加眠剤を内服した状態でさらに、歩行が不安定となっていた。精 早めに保護帽を装着する。夜間もスリッパではなく、靴を使用していく。出来る限り、入眠までベッ
12114
めかみ周辺を打ち転倒した。
神状態は困惑が強く、１人でいることにが大きかった。
ドサイドで付きそう。
12115 入眠中、転落しているのを、同室者から連絡あり。患者には影響なかった。
確認不足
訪床時にベッド柵を確認する。
12116 入眠中の患者様がベットから転落した。
睡眠薬を服用中であった。片方しかベット柵が使用されていなかった
ベット柵を両方に使用し、転落を防止した。
入眠中ベッドより転落。点滴棒の脚に頭をぶつけ左後頭部に１・５cm深さ浅めの切り傷ができた。 本日手術にて、昨晩眠剤（レンドルミン）を1錠内服。熟睡することが考えられるため、前もってベッ 普段は意識が清明患者でも、眠剤を内服すれば、夜間途中覚醒時にはふらつく事・もうろうとする
12117 出血も少量あり当直医師に報告。創部止血・縫合した。バイタルは安定。その後の止血は確認で ド柵を使用する必要があったと思われる。患者は生活が自立しており、転倒転落は考えられない ことが考えられるので、ベッド柵使用・床頭台のライトを付けるなどの環境の設備が必要だったと
きた。その他、嘔気・気分不快は見られなかった。CT上特に異常は無いとのこと。
と思い込んでいた。
思う。
入浴される患者様の浴室への移動を介助した。シャワーの前まで移動介助しその場を離れたが、 観察不足 安全対策が不十分
患者様の傍を離れる時は患者様に危険を及ぼすものがないか十分に確認をする。
12118 シャワー椅子のストッパーをかけ忘れ、転倒してしまった。一時的な疼痛はあったが消失してい
る。
入浴ストレッチャーから自室のベッドに移動するとき、患者がベッド柵に捕まったたため柵が倒れ 体重が重い患者こそ移動に集中してしまうい患者の状態を見ていないことがある。今までにこのよ 移動する際は患者の手・足の位置の確認をしてから移動する。患者に声掛けをしてから移動す
12119
そうになり患者がベッドから転落しそうになった。
うな事がなかったため注意が不足していた。
る。入浴ストレッチャー、ベッドのストッパーの確認をする。
入浴するため更衣用のストレッチャーにのせ、柵をあげ移送しようとした時、反対側の柵が開き、 ストレッチャーに移動した時、柵を閉めた方（自分に近い方）の柵のロックがしまっていることを確 柵があるので落ちないとは限らない。常に、どういう危険性があるか考えながら動く。ストレッ
一回転しながら床に落ちた。
認したが、反対（奥側）の柵の確認はできていなかった。入浴終了後、学校に行くため早くつれて チャーに乗せるときは、ゆっくり乗せる。また声かけをし、動かすスピードもゆっくりと観察しながら
行かないといけないとあせっていた。柵が開くはずがないと思いこんでいた。患者様が柵を持って 行う。ストレッチャーに乗せて運ぶときは、看護師2人で必ず行う。ストレッチャーを動かすときは、
12120
いたため、振動で持ち上げ勝手に開いたのかもしれないがわからない。スペースが狭く、他の患 看護師1人は前、もう一人は後ろに立つ。（対角線上にたつ）柵に手を必ずそえ、柵が振動などで
者様の柵にあたり、引っかかったのかもしれない。
開かないように注意する。前の看護師は前を向き、ストレッチャーの通り道に障害物がないか確
認、後ろの看護師は、患者様の様子（手足の動き、体の動き）を観察する。ストレッチャーに乗せる
とき、スペースを確保する。
入浴のため、ベットで寝ていた患者様に声かけした。そのうちの一人の患者様が、ベットから起き
覚醒直後の患者様は足のふらつきがあるため、肩を貸したり手をつないだりして、介助が必要で
寝起き後すぐに離床し、歩行するときは転倒リスクが高い。また、この患者様は脳外傷後遺症から
12121
て、廊下を歩き始めたが足もとがふらついて転倒してしまった。
あった。また、脳外傷後遺症から歩行時、跛行がある。観察が不十分であった。
歩行時跛行である。特に注意をして観察する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
入浴のための脱衣時、両腕を脱がせた後で、病衣を剥ぐと同時にＰＥＧチューブを抜いてしまっ
カテーテル類への配慮不足。
衣服の着脱時、入浴時などは、カテーテル類の位置を確認する。
た。
入浴のため自力で立位で脱衣中バランスを崩し転倒。後頭部、臀部を打撲し皮下血腫、内出血を 右上肢を事故で切断している方で、入院時より自分でできるからと看護者の介助を断っていた。初 高齢者の衣類の着脱時は座位で行うことを徹底した。
認めた。
回の入浴であり、注意、観察が必要であった。
入浴のため車椅子に移乗させ、寝衣の用意をするためその場を離れた。ドーンという音がした戻っ 車椅子使用時の安全対策の問題
車椅子のストッパーやタイヤの向きの確認と患者から離れる時はきちんと声かけをすること。ナー
た時に患者は自分で靴からスリッパに履き替えていたが、バランスを崩したのか車椅子よりずり落
スコールは手の届く範囲に設置しておく。
ち後頭部を打撲し少し切創もあった。車椅子のストッパーは片方しかかかっていなかった。
入浴の為、リクライニングが倒れている入浴用の車椅子に患者を乗せ、ズボン・オムツを外した
入浴用車椅子に乗車の際に、臀部を車椅子の中心より上方に乗せてしまった。→上半身の重み 患者から目を離さない。入浴用車椅子に乗車の際にはバランスを考えて、あまり上方に乗せな
後、オムツをオムツ入れに入れる為に患者から目を離した。 →入浴用車椅子ごと後方に転倒し で後方に転倒したと思われる。
い。
てしまった。 →車椅子ごと患者を起こし、患者の状況を確認した。→看護師に報告。 →看護師と
共に謝罪した。 →入浴後も、体調に変化は無かった。
入浴の脱衣の時に、表皮剥離を発見する
観察不足
ケア後皮膚の観察をする。衣類の着脱に注意する。
入浴介助で移動の際に、フォーレカテーテルが引っかかって抜けた。
抜去の危険が存在する事を、再教育する。
チューブの固定
入浴介助にて、ご本人が浴槽のふちを両手で持って立っていたので、自分は後ろにあった椅子を 目を離した事。
介助中は絶対に目を離さない。今回の事に限らず他の患者さんの場合でも、たとえご本人が大丈
持ってこようと目を離した時に転倒。すぐに看護師に報告し風呂場に来てもらい血圧など測ってい
夫と言ったとしても決して目を離さない。
ただいた。
入浴介助のために浴室にお連れしたが忘れ物があったので患者様を残して浴室を出た。１、２分 観察不足
転倒を繰り返している患者様は少しの間でも一人にしない。物品は事前に確認し途中で取りに
して戻って見ると床に転倒していた。一人で立って着物を脱ごうとしたようであった。
戻ったりしない。
入浴介助のため酸素チューブをはずした。入浴後に酸素チューブの接続を忘れた
入浴後の酸素接続の確認忘れ。ルール違反
点検のルールを遵守する
入浴介助のため浴室に行くと、患者様が洗い場でT字のかみそりを使用していた。ご本人が床頭 コンビニ買い物時に購入したと思われる。帰院時のチェックが不十分であった。
買い物の付き添い職員の観察と帰院時の持ち物の確認を徹底する。
台に持っていた。精神科閉鎖病棟であり、危険物の持ち込みはご遠慮いただいくのが原則となっ
ている。
入浴介助の時、脱衣場にて靴を自分では脱げないようだったに介助しようとした際、手すりに捕ま 歩行が不安定でふらつくことが分かっていたのに、立位のままで靴を脱がせようとしたため。
椅子に座ってもらい、安定した体勢で更衣を援助していく。
り立ったまま行ったため転倒した。尻餅を付き、その勢いで軽く頭部も打たれた。
入浴介助後の車椅子移動時２人で介助したが、足・腰には目配りがあったが患者様の右手が動 気配り、目配りが必要であった。
再確認して気をつける。車椅子の部分にタオル等でカバーしてみる。
いたのに気付かず車椅子の角で表皮剥離させてしまった。
入浴介助後自分で拭いて、目を少し放している間、車椅子に座ろうとしてお尻が滑り落ち床に座り 患者見守り確認
見守り怠らない。座位を取られるまで目を離さない。
込んだ。臀部打撲のみ異常なし。
入浴介助時、リフトから車椅子に移行した時、内出血の部分が車椅子にあたってしまい表皮剥離 全身痛があり、下肢の筋力が低下している状態なので、下肢の状態を見守りながら介助するべき 下肢の筋力の低下している患者さんを移行する時は、下肢の状態を見守るとか他のスタッフに声
を作ってしまった。
だった。他のスタッフに声かけも必要だった。
かけをしていく。
入浴介助時、患者がシャワーチェアに乗った状態で浴室へ行こうとしたところ、チェアの車輪が床 シャワーチェアは車椅子とは異なり、動きに制限があることを把握しきれていなかった。また、患者 患者のチェア上のバランス状態より、患者の前方から移送を行なうと転落無し。浴室の段差、チェ
の段差にはまってしまい、患者が前方へ転落。患者は、右側の肘・膝から転落。明らかな外傷な はチェア上でのバランスがしっかりと取れていなかったことが要因と考えられる。浴室の段差にも アの動きの把握をする。
く、レベルダウンなし。チームのリーダー、メンバーに報告し経過観察する。
配慮が足りなかった。
入浴介助中、エレベートバスから、患者様を2名で抱いて移動中、浴室出口で、おむつ入れの金属 入浴終了後に、バケツ、蓋の洗浄をしており、その準備のため蓋を出口に置いたが、置いた位置 移動の導線上に物を置かない。脱衣室のワックスは、ふき取る。
ふたにつまずき患者様を抱えたまま転ぶ。患者様は抱えられたままで、打撲等無し。職員1名右肩 が移動の導線上であった。ワックスがけをした直後であり、床も滑りやすくなっていた。
から肘関節を下側にして転び、腫脹軽度あり。レントゲン撮影、骨折はなく、湿布の指示。
入浴介助中、シャワーのところの棚に手をつき立位により左側にしりもちをつき崩れた。介助者が 本患者様は昼食時間にかけて、診察と検査にかかり、１３時から昼食をとってその後入浴介助
絶対に目を離さない。やむを得ない場合は何度も一人で動かないよう念を押してから短時間にす
一瞬目を離した間に一人で立とうとした。介助終了後担当助手から報告を受ける。患者様は腰痛 だった。介助歩行で浴室まで誘導した。疲れているため、短時間で入浴を済ませてほしいこと、ふ るなど、より具体的な助手への指導が必要だった。
を訴えているが、脳炎後遺症あり日頃から所々にばらつきあり。立位、歩行状況変化なし。打撲の らつきがあることをくれぐれも注意して気をつけてほしいと伝えた。患者様は元々バランスが悪く、
形跡なく様子見る。
更に疲労も加わっていたことなど危険は高かった。更に担当の看護助手は経験が浅かった為、具
体的な場面でイメージができていなかったことが予想される。
入浴介助中。脱衣所でにて、ストレッチャーを出そうとして、その間椅子に座るように指導したが、 竹マットは古く剃りあがっており、つまずきやすい状態であった。
脱衣所の不必要な物品の整理。マットなどの点検を行い、転倒の予測される物品の点検を行う。
患者は立ち上がり竹マットにつまずき転倒した。右側頭部を打撲、ＣＴ後変化なし
入浴介助中で上半身脱いでおり 耳に水が入らないように綿球を入れてあるが その綿球が ま 現場から離れてしまった事
見守りの徹底
だ入っておらず 看護師一人がデイルームへ取りに行って イのスタッフが近くに居たが シャワー
チェアーを要求するもきこえなかった様で シャワーチェアーを取りに行って目を離した際に胃ロウ
チューブを抜き取られていた所を発見する
入浴介助中体を洗っている際、右手を持った時亀裂を発見する。
患者さんの右手の位置や表皮色などの確認をしてなかった。
入浴の際に手の皮膚の色など観察をし常に気を付ける
入浴後、シャワーチェアーからベットに移動時、患者様をかかえた時に自分の足が滑り転倒。自分 患者様を移動する場所の確認不足。
裸の患者様なので、特に滑りやすく危険なので必ず二人で介助する。
の上にかかえた。
入浴後、バルンカテーテルをバッグに接続したが、クレンメを止めたままで開放を忘れた。
接続し、尿の流出の有無を確認しなかった。
患者様のそばを離れるとき、バルンカテーテルから接続部、尿バッグまでの全体のラインの確認
が必要。
入浴後、ベッドで着替えをして、水分補給をしていて、他の患者の親御さんに呼ばれたので、その ベッド柵の鍵に閉め忘れ。介護中他の親御さんに呼ばれ中断してしまった。その日は色んな業
忙しい時こそ、示唆呼称確認してその場を離れる。
場を離れた。１分後見に来ると、床の上に正座していた。医師に診察をしてもらうも、特に所見な 務・行事が重なっていて、忙しかった。病棟は位置されて日が浅い。
し。
入浴後、ベッドに移動させる時体の上に掛けていたバスタオルを外した時、胃ろうチューブがス
胃ろう部に何も当てていなかった。 移動時チューブが抜けやすくなっていた。
定期的にチューブ交換を行う。固定用のワッサーの交換を１週間に１回確実に行う。
ルーと抜けてきた。
入浴後、ベッドに上げたあと病衣を着せる時、右肘関節に１ｃｍ×１ｃｍほどの表皮剥離を発見し 入浴日であり、病衣の脱着時の可能性が考えられる
ナースに報告をして処置をした着衣の脱着は注意をして行なう
た
入浴後、ベッドへ移乗する為自分の手を患者の腋窩に入れる際に、右腕を表皮剥離させてしまっ 患者の皮膚の状態を把握せずに腋窩に手を入れてしまった。
直接皮膚に触れる時は特に慎重に行なう。剥離しそうなときは、タオルやガーゼで覆う。入浴時
た。 →ベッドへ移乗後、看護師に報告。→創傷処置施行。 →師長に報告した。 →患者に謝罪
や、オムツ交換時等に皮膚の状態を観察する。
して“痛みますか？”と尋ねると、首を横に振った。
入浴後、機械浴用車椅子からベットに移動した際、患者様が誤って滑落する。外傷なし。Ｄｒに報 下半身が不自由な患者様の為、機械浴用車椅子を臥位から座位にした。その際、患者様の座位 今後、臥位のまま機械浴車椅子からベットに移乗する。
告済み。
になる力が入らなかった。
入浴後、頚部湿疹部にリンデロンVGクリームを塗布する指示があったが間違えてリンデロンVG軟 指示書の確認が不十分であった。
指示書を正しく確認し、思い込みをしない。
膏を塗布してしまった。すぐに間違いに気づき、ティッシュペーパーでふき取り、クリームを塗布す
る。
入浴後、車椅子からベッドへ移り下着と病衣を着て横になった時右上腕に表皮を発見しました。 右上腕にもともと内出血していたものが皮膚が湿っていて下着を着せる時すべりが悪く表皮したも 体を十分に拭いてからできるだけ二人で衣服を着せるようにします。
のと思われる。
入浴後、他の看護師に着脱をして頂いたが、その時Ｏ２吸入がされないまま日勤、準夜患者観察 入浴後、着脱をしてＯ２吸入を忘れてしまった。患者情報の把握不足。最終点検不足。部屋持ち ベッドサイドに、誰が見てもわかるよう、酸素吸入中と記載する。患者情報を把握する。患者の状
はしているが、気付かれないまま過ごし、深夜でＳｐＯ２確認時低下していて発見される。
看護師の観察不足。
態、装着器機などを示唆呼称確認を行う。
入浴後、脱衣所へ戻る為。左脇と手をかかえ介助しながら移動中足をすべらせ尻もちをつく。発 床面が濡れており滑りやすくなっている状態であった。脇をかかえて介助中ではあったが支えきる 濡れていると感じたときは速やかに床をふきあげる。
赤、痛み等無し。
ことが出来なかった。
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具体的内容
入浴後、脱衣場のストレッチャーに患者を乗せ看護師１名と看護補助者１名で身体を拭きながら
衣類を着用させていた。看護補助者が患者の頭部の方から両手首を持ち、最初は胸の方で交差
し介助していたが、両腋かを拭くために手首を頭部の方に持ち上げ腋かを広げようとした。その
12153
際、患者の抵抗があり力が入ってしまい右上腕より鈍い音がした。すぐに両上肢を下げ、シャツを
着用させ総括に報告する。右上腕には発赤、腫脹はなかったが、苦痛様顔貌をしていた。主治医
に報告し整形外科に受診。右上腕骨骨頭骨折、頚部骨折の診断を受ける。
12154 入浴後、着衣をする際、右上腕に皮下出血を発見する。
入浴後、髪を乾かし、足の爪を切ろうとし、左足第一指爪を爪きりで切ってしまった。
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背景・要因
患者はほとんど終日臥床であるが、胃ろうを触ったり、眼をこすったりするなど危険行為があるた
め長期にわたり両上肢を抑制している。抑制により上肢の拘縮が強い。今回、拘縮しているにも
かかわらず無理な負荷をかけたことにより骨折するという事故になった。 患者に対する理解不
足、介護の基本知識不足 スタッフ１人、１人のゆとりのなさ、コミュニケーション不足 介助ベッド
の位置、狭さ

・職員の認識の問題
足の爪が変形していたので爪きりの角度の当て方がずれ、爪からはずれ、皮膚を切ってしまった
と思われる。
入浴後、病棟の洗面所前で足の指を乾かす為車椅子乗車のまま待たせた。 →車椅子のストッ 拘縮がある患者で、車椅子乗車時にバランスが保たれにくいにもかかわらず、転落防止の対策を
パーは掛けていたが、洗面台から離れていた。 →患者は何かを取ろうとしたようで、バランスを崩 怠った。
し転落してしまった。 →すぐに発見し、看護師・師長に報告した。 →ベッドに戻しVS測定。→鼻
出血に対し、ガーゼでふき取り新たな出血は無かった。→血圧高値（192/78）であった。 →左前
額部に腫脹・発赤があったが、レベル低下は無く、意識は清明であった。 →Dr報告し、CTの指示
を受けた。食事摂取は問題なかった。 →昼食後CT施行し問題なく、血圧も通常に戻った。
入浴後の更衣時、発赤発見
患者観察不足
入浴後の搬送時、リクライニングシートからはみ出していた右足に気付かずシートの向きを変える 体が大きい為、常にリクライニングシートから足が出ていてにもかかわらず確認不足であった。
時、壁にあたってしまい、右足第一指の爪が一部はがれてしまった。
入浴後バルン開放しなかった
確認不足
入浴後リフトからストレッチャーに移行させようとして抱えた時、患者さんの左腕が介助者の腹部 患者さんは意識障害があり、寝たきりであり自力での体動がない。 また内出血が出来やすく、過
にあたり、上に持ち上げる反動でずれてしまい、表皮剥離を作ってしまった。
去にも繰り返し表皮剥離を作っており注意が必要だった。特に今回は入浴後皮膚が湿潤してお
り、よりリスクが高かったのではないかと考える。又、リフトの位置がやや低くかったことに気付か
ず抱き上げた為、それがズレと摩擦につながるとまで考慮にいれてなかった。
入浴後更衣中にふらつき棚で眉尻を打撲し、切創となった。
杖歩行中にて、３日／週介助にて入浴されていたが、当日は一人で入浴されていた。
入浴後脱衣場にて患者様が足をすべらせ転倒する。すぐに自力で立ち上がって「大丈夫」と言って 脱衣場はマットとタオルが濡れてすぐに滑りやすくなってしまう。
いたが後に確認すると後頭部に１５ｍｍ位の裂傷があった。
入浴後着替えを終え車椅子に乗車させた。 →フットレストに足を乗せるため足を上げた時に、そ 車椅子乗車後、足を上げた際に体重が上半身に掛かってしまった。患者の位置確認を怠った。
のまま車椅子ごと後方に転倒してしまった。 →車椅子ごと起こし、声を掛けた。 →浴室にいた看 （車椅子のストッパーは掛かっていた。）
護師を呼んで、傷の確認をした。 →病室に誘導し、看護師がVS測定。居合わせたDrに報告。診
察依頼。 →CT撮影の指示が出た。 →所属長から家族に電話で経過説明と謝罪をした。 →CT
にては異常なかった。
入浴後便意があり、ポータブルトイレに移動時、背中を表皮剥離させた。
2人で移動させたが、声かけが上手くできていなかった
入浴時、日常的に設定している湯温で入浴したところ、湯上り時にふらつきと眩暈を生じ転倒しそ 湯温の設定温度をスタッフの誰一人として確認していなかった。 その上、患者さまに熱い湯に
うになる。
入ってはいけないことの説明をしていなかった為、準備の最中に患者さまが入ってしまった。
入浴時、上腕に内出血と腫脹があるのを発見
入浴用ベッドの扱い
入浴時、脱衣室で患者様が財布と床頭台の鍵を紛失してしまった。２４日１６：０５になって病棟裏 入浴時の鍵や貴重品の管理の指導が不十分であった。
側で紛失してしまった財布を発見した。しかし、財布の中の現金１０００円札５枚はなく、小銭と床
頭台の鍵のみであった。男子トイレの窓の下で発見されたので他患者様が中身を抜き取り鍵と財
布を窓から捨てたと思われる。
入浴時、脱衣室で患者様の左肩から背部に渡り無数の小さな赤みを発見。疥癬ではないかと思 衛生管理が不十分だった。
い診察するようリーダーに報告。
入浴時患者をストレッチャーにて移送中に病院の携帯電話が鳴ったので、会話をしながら移動し 上司も入浴介助に入り、他部署や医師との連絡に使用している携帯電話も管理していた。
たためストレッチャーが壁にぶつかりストレッチャーの柵に右肘をぶつけた。
入浴室にて入浴を施行しようとしていました。ストレッチャーからリフトへ移動する際、吉村氏の左 移動するときは２人で行ったのですが、吉村氏の手をしっかり支えていなかったのが原因と思いま
手が下に落ちリフトの角に手があたり表皮剥離してしまいました。
す。
入浴準備のため、車椅子を準備し、看護師が他の物品の用意をするために、そばを離れた。ガ
入浴介助のための、必要物品の準備が整理されないまま、患者の移送準備をしていたこと、患者
タッと音がしたため、病室へ行くと患者が床に座り込んでいた。「車椅子の背もたれで後頭部を
に「一人で動かないように」説明が十分にされていなかったことが要因として考えられる
打った」と患者が言った。
入浴中 足が滑り 右肘関節部と後頭部を打撲したと入浴後自室にて事後報告される。バイタル 床が滑りやすい状況であった。
サインの測定を行い主治医に報告し、主治医より診察を受ける。肘関節と後頭部とも腫脹・発赤認
めず経過観察となる。
入浴中、Ａ氏がバランスを崩し、湯船にもぐってしまう。すぐに、浴槽より上げる。呼吸停止なし。口 浴槽のバーにつかまり、座位になっていたが、発作のためか、浴槽にもぐった。最近、アレビアチ
唇色良好。吸引するが、何も引かれず。
ン減量となり、発作多くなっていた。座位バランスが悪い事もあり、発作に対してだけでなく、確実
に支える必要があった。そのことを判断し、指示を行わなかったこと。
入浴中、看護師の介助で背中を洗ったあと、自分で胸と臀部を洗ってタオルをすすぎ、それを前に 看護師が目を離したわずかな間に倒れた。全盲のため危険はあったと考えられる。
置こうとしてバランスをくずし、シャワーイスのまま左側に倒れた。その際胸骨のあたりを丸いシャ
ワーイスで打って、胸の痛みを訴えた。残りの部分を洗い本日はシャワーのみとして病室に帰っ
た。主治医に診断を仰いだところ様子観察の指示があった。その他の部位に打撲、痛みはなかっ
た。
入浴中、浴室に入っている時、下腿が伸展したままで屈曲せず転倒しそうになる。ＮＳが発見し患 観察が不十分だった
者様の体幹を支えた為転倒を防げた
入浴中シャワーをかけるため浴槽に足を入れようとしたところシャワー椅子のバランスが崩れ倒れ 浴室が狭い為、無理があった
そうになった
入浴中に、患者様が気管切開をしていることに気づかず操作してしまう。他の看護師の声で気づ 担当者が機械操作の不慣れにより患者様から目を離してしまった。
き事故は免れた。
入力上、本日胃カメラ予定であった。しかし、患者ワークシートには１０日となっていたため、気にも ワークシートのみの確認で終わってしまった。翌日の検査一覧表などでの確認を怠ってしまった。
止めなかった。（翌日のことであるため）そのため、食事を渡してしまい、胃カメラが施行できなく
なってしまった。

尿の検体を提出のため、カルテ内容を確認すると、早朝尿での尿ヘマコン・チンサと尿蛋白分画 知識不足
の外注分の指示であった。しかし、スピッツを１本しか渡しておらず、１本では２つの検査をすること
ができないことがわかった。
12180 尿意あり。尿器で排尿後、尿器をおこうとしてベット下へ転落した様子。
自力でできることが日々多くなり、ADLに自信がついてきたのではないか。
尿意があったため自分で柵をはずし床にずり落ちた。左膝関節部、大腿側打撲、軽度発赤あり、 構造上監視が行き届かない
12181 痛み〔＋〕。尿意時ＮＳコール押したり時々一人で行動あり。自分で先々行動しようと思い待つこと
ができない性格。
12182 尿意があり、ﾌﾞｻﾞｰを鳴らすが看護師が来なかった。尿失禁ありﾄｲﾚに行こうとして倒れた。
患者からブザーで知らせているが、業務に追われすぐ対応出来なかった。マンパワー不足。
12179
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改善策
介護するときには患者さん１人、１人の身体的状況や精神状態を把握し、その人にあった介護を
提供する。 介護するときは１人で勝手に判断せず２名以上で介護にあたる。（おむつ交換、更
衣、車椅子、ベッドへの移動など） 介護で患者さんを支持する場合は手首や足首をつかんで支
持しないで必ず関節をベッドや床につけた状態で、関節を支持する。気持ちにゆとりをもって行動
する。脱衣場の環境整備（ベッドの位置、広さ）を行う。
・体交枕を使って、安全を保つようにする。 ・皮膚観察をこまめにする。
老人は角質により爪と皮膚がくっついている時があるので、爪の裏側（指との間）を確認してから
行いましょう。
車椅子乗車時は、必ずテーブルや洗面台につけて座らせる。必要時には、タオル・枕で体勢を整
える。車椅子をリクライニングやチルド型とし、姿勢が安定するようにする。

更衣時は皮膚をこすらない
体が大きい方の場合、リクライニングシートから体の一部がはみ出してしまう事を常に考えてお
き、確認不足をなくし、シートの向きを変える場合、余裕を持って方向転換を行う。
マニュアルの徹底
ズレや摩擦を考えリフトストレッチャーの高さは平行又は少しリフトを高めにする。移行前タオル又
はガーゼなどで保護しておく、少し厚めにあてる。移行するタイミングを合わせる為、介助者はお
互いに声かけをして行う。
入浴時は付き添う事。浴室の環境整備を行っていく。
患者様自身は大丈夫と思っていても、どのように状態が変化するかわからないので常に周囲に気
配りをする。足元の注意を十分にする。
車椅子の状態や患者の状況（位置）確認をきちんと行う。浴室にては、職員同士声を掛け合いな
がら作業する。本人様の車椅子は危険なので、一時使用禁止とした。

共同での介助時は必ず声かけを行い確認する
患者さまに病気の説明した上で入浴をしていただく。入浴の準備をする時に、温度の確認をした上
で患者さまに入っていただく。
入浴用ベッドは狭いので上げ下げは充分注意する
時計、財布、鍵を含め貴重品は希望により入浴時、NSが預かる。患者様のＡＤＬの自立度を確認
し、できること、できないことを把握してできないことはNS管理とする。
疥癬が流行っていることもあり入浴時、介助が必要のない患者様に対しても、観察をする。皮膚科
受診し、疥癬と診断を受ける。部屋を移動し、入浴と衣類、包布、交換を行う。
多忙とはいえ、携帯が鳴ったら、他のスタッフに代わってもらう。
移動するときは全身に気を配り、手足などが下に落ちないようにしっかり持つようにします。
リスクマネジャーより、患者の傍を離れることがないように準備の手順を見直すことと、患者の理
解度の確認を行うことをスタッフへ指導した。
床の石鹸分はよく洗い流すように説明する。また 手摺などを利用するように患者様に説明する。
Ａ氏は、バランスの低下、発作の可能性があるため、入浴時、自力座位が安定しているように見え
ても、支える。
何か違う行動を行うときは、近くにいる介助者に声をかけるよう患者様に説明した。また、介助者
に対して、目を離さない、特に前屈では重心が移り転落の危険性があることを指導した。

入浴中はシュシュのリスクがあるので例え自立した患者様であっても観察または注意が必要であ
る。患者様の必要に応じた介助、観察を行う。
体の硬い患者の場合は、足を無理に入れない
入浴時は医師に連絡をとること。３名以上の看護師が関わること。アンビュウバック使用の看護師
は患者様から目を離さないこと。
ワークシートのみで確認を行うのでは、指示の拾い忘れもあるので、検査一覧表で確認を行う必
要がある。日勤のリーダー業務では確認を行うので、深夜でも今一度確認する必要がある。そう
すれば、ぬけもなくなると思う。また、カルテにはあがっていても入力がされていない場合などは入
力をしてもらえるようにDrに頼むこともできるので、今後は深夜帯でも必ず確認するようにしていき
たいと思った。
尿検査においても，１検査１スピッツを渡すことになった。わからなければ、検査科に確認する。検
査の検体間違いなどのミスも多く、検査科へ勉強会を依頼した。
頻回の訪室、声がけで改善できる。
移動時は必ずＮＳコールしてくれる様再々説明していく。常に見守り画必要。
排泄ﾊﾟﾀｰﾝを掴んで早めの誘導、ﾌﾞｻﾞｰ対応は迅速にする、ﾍﾞｯﾄ周辺の環境整備。
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具体的内容
尿意があり学生と看護師でトイレに介助して連れて行く。便座に座って患者が「水を飲まないと便
がでない」といわれ水を持ちに行きトイレに戻ったら、患者は床に転落していた。左頭部打撲。頭
部写真など検査では異常なし
尿意の訴えあり、トイレ誘導を行い便器に座ってもらい時間がかかるというこだった為、コール指
導を行いその場を離れる。しばらくして訪室すると自分で手を洗って車椅子に座ろうと思ったそうで
車椅子の間に尻もちをつかれている所を発見する。発赤、外傷等みられず。血圧１６４／６８痛み
なし。
尿意の訴えあり、ポータブルトイレに移動介助する。患者さんより時間がかかると言われ、患者の
そばを離れると直後に、物音がして訪室。患者さんは、ポータブルトイレとベットの間に倒れてい
た。
尿意を訴えられたので、車イスへ誘導。看護師二人がかりでトイレ便座へ移動させ、一人で患者
様に付き添っていた。便座すわり、座位保てていた為、患者様の右横で立って見守っていたが患
者様が体勢をなおそうとしたのか、腰を一瞬あげたすきに右側よりなだれ込んだため、とっさに助
けたが勢いが強く看護師の体の上に倒れてしまう。腕が軽く床に当たったが、衝撃は弱く打撲など
なし。痛み訴えなく、再びトイレ便座へ戻し、排便する。
尿管結石で入院中の患者様で「今日の検査は何時からですか？」と聞かれ検査の指示は出てい
なかったが医師の用紙に指示としてではなく「ＩＶＰ予定」と記載があった。入院診療計画書にも他
の日にＩＶＰ予定となっていた。主治医に確認すると、指示を出し忘れていたとのことだった。朝食
終わっていたため午後からの検査となった。
尿器で排尿時、寝具を汚染してしまった。自分で毛布をベランダに干しに行こうとし、毛布をとろう
としゃがみこんだところ立ち上がれなくなった。

背景・要因
改善策
学生と看護師の連携ができていなかった 患者の状態把握ができていなかった 一人にすること 患者を一人にしない。患者の状態把握をする。看護師は学生には確認する
の危険性が判断できていなかった（看護師あ）

尿器に尿は貯まっていなくて床に尿が流れていた。下着は降ろしていた。左背部は柵にもたれて
おり、柵の跡が残っていた。
尿器を使用し排尿後、尿をためようとしてふらつきしりもちをついた。
尿検査、検体を他の患者と間違えた。被害発生前に気づいた。
尿検査、患者は尿を取っておいたが、伝票と本人の確認できず、再検査した。不信感と待ち時間
超過。
尿検査するため、検体をスピッツに採尿したが、床にスピッツを落とした。尿が漏れておらず、ワゴ
ンの上においていたら、他看護師がスピッツの蓋が開いており、尿が出ているのを発見する。残り
の尿で検査で検査できるか確認したが念のため患者に謝罪し、蓄尿してもらうよう依頼した。
尿検査のため採尿の指示が出ていたが、検体の作成がされておらず、実施時間に見落とし検査
できなかった。
尿検査の提出を忘れていた。
尿検査の尿量入力わすれ
尿検査実施後、潜血や蛋白の出現が無い場合は尿沈渣の依頼を消さないといけない。それは尿
検査を実施した人が確認しバーコードの半券をもって消すのだが、その半券を“後で消そう”と思
い机の上に置いたまま忘れてしまったため、依頼を消すのが遅れてしまい、患者さんの診察の遅
延を招いた。
尿検査測定器が９：００から故障していた。泌尿器科外来患者の検査のみ用手法で実施し、伝票
にて結果報告を気送管で送っていた。10:00頃、報告が遅いとDrからの問い合わせで、泌尿器科
外来に送るべきを間違って医事に発送した事に気づいた。（機器のﾄﾗﾌﾞﾙ時に修理点検）
尿検査伝票のＩＤカードを急患と間違えて印字し検査から指摘があった。

端坐位になり尿器で排尿する事の説明を繰り返しするが、忘れる率が高い。うーご君はこの患者
においては検討の余地があった。夜と昼が逆転も見られ、主治医と検討した。
夜間はベッドサイドの排尿を行っていた。眠剤の使用。
夜間のベッドサイドの排尿を再指導。トイレ歩行のときはナースコールしてもらう。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認体制を徹底する
情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 連絡方法、チェック方法検討
看護師の患者説明不足、検査科との連絡不足
環境整備
確認しながら作業を行う。

その場から離れてしまったこと

コール指導の徹底

転倒の既往にある患者。観察不足、判断の誤り

ウーゴ君をトイレ時もはずさないようにする。そばから離れない

患者様が座位保持困難と判断してトイレにつきそっていたが、見守る場所が右側であったため、 できるだけ看護師二人でトイレ時も見守ること。患者様と向い合える位置で見守ること。
倒れこんだとき手を出すのに少し時間がかかったのではないか？また、患者様が一気に体勢を崩
しなだれ込んだため、看護師一人で支えるのには困難だったのかもしれない。
指示出し忘れ。

看護師側でも医師記録を読み指示なければ確認をする。

排泄時ナースコールを押さない。遠慮と羞恥心によって自分で対処しようとした。転倒予防のため
ウーゴ君を装着したが「こんな犬みたいなことかなわん」と必要性の説明をおこなっても協力が得
られなかったため、観察を行っていた。しかしそれだけでは対応が不足していた。まった君が適切
であったが、空きががなく使用できなかった。
排泄しようとして自力でベットより降りた

自分でこぼさず排尿できるように安楽尿器を設置する。移動時、排泄時、体を動かしたい時など
ナースコールを押すよう再々説明する。ベッドサイドの環境調整を行う。オーバーテーブルはスット
パーがなく、もたれたときに動く可能性があるため窓側ベッドの横に位置を変更する。

指示箋の確認ミス。

検査予定の確認、申送り時の確認作業の徹底。

不注意
知識不足
通常は置かないところに半券を置いてしまったこと。担当者に後から消すことを告げずにその場を
離れたこと。

ワークシートのチェック
思い込みでなく確認する
実施者はその場を離れる際は充分確認すること。だれしもが分かるように、未処理のものは声掛
けするか、わかりやすいところに置くようにする。

測定器が故障のため、用手法の測定となり気持ちに余裕がなく、泌尿器科外来だけは早く送らな 検査ﾃﾞｰﾀｰを気送管などで送る時は、入力時、発送前の声出し確認をする。
ければと焦ってしまい、気送管で発送する時、部署の番号を確認していない。
日勤者が手術受け入れ準備をしていなかった為、術後患者受け入れと急患受け入れと重なり慌
ててしまった。確認不足
確認不足

尿細胞診の検査依頼があったため患者様に採尿してもらい提出した。その後他の看護師がまだ
採尿してないと思い込み再度採尿してもらい提出してしまった。検査室から同じ患者様の検体が２
つ提出されているとの知らせがあり重複したことが分かった。
尿細胞診検査の検体破棄。尿定性検査だけのオーダーと思いこんでしまった。
業務手順不履行。
12201
12200

12202
12203
12204
12205

尿素呼気検査予定の患者様に食事を配り摂取したため検査できず、検査時間が変更になった。
尿素呼気検査では欠食が必要だと、前日の説明を行う看護師、当日の深夜看護師ともに知らな
かった。
尿測が実施されていなかった。
尿測後訪床すると中心静脈注射のパットを剥がし自己抜去されているのを発見
尿測中の患者様の尿を目測した後トイレに捨てた。尿測中であるためウロゼントに入れなければ
いけなかった。
尿沈渣の依頼をないものとして依頼取り消ししてしまった。

オーダー依頼でオーダー内容を確認すべきところをしていなかったので、規準の徹底をはかった。
検体を破棄する前に必ずオーダー項目を確認する。
病棟全体で尿素呼気検査について学習した。

患者様は医師から直接朝食欠食の説明を受けていたが、配膳されたのでつい食べてしまった。
他科の患者の入院であり、看護師が尿素呼気検査の準備方法を知らなかった。初めて体験する
検査であったが、検査マニュアルを確認していなかった。
患者への指示、尿側の準備がされていなかった。
事前確認、患者管理の徹底
夕方よりそわそわした行為無頓着にチューブ類を触る行為が見られた
不動手袋をするに至らないと過信せずに使用すべきであった
思い込み
ウロゼントにて尿量測定が必要であるかどうか捨てる前にもう一度確認する

測定機械の打ち出しデータの確認時、最後に打ち出されるＷＢＣが見えにくく外しても良いと思い
込んだため。
12207 尿沈渣の結果報告を異なる単位にて報告した
システム上の問題
尿沈渣の指示があったが、気付かず沈渣指示を取り消してしまった。再チェックで気付き検査は実 尿ラベルに沈渣が必要な場合は文字コメントと共に、赤で印を付けることになっていた。コメント入
12208
施できたので、診療に影響なかった。
力はあったものの、赤の印がなかったので、沈渣を外してしまった。
尿等・血糖・インスリン・ＨＧＨの負荷試験時、ＨＧＨの負荷後の１５０分用のスピッツが準備されな
・確認不足（マスターコード追加時バーコード出力に設定が不十分だった）
12209
かったため採血されなかった。
12210 尿道カテーテルを自己抜去して廊下を歩いている所を発見した。
観察不足
12211 尿道カテーテル留置であったが自己抜去した。
観察不足
尿道つり上げ術後，膣にガーゼ（創部圧迫目的）を挿入し，翌日抜去しなければならないところを （１）指導医は，手術翌日に創部処置を行った医師（入局1年目）がガーゼを抜去したものと思い込
忘れてしまい，そのまま退院となった。退院1週間後に発見された。
んでいた。（医師間のコミュニケーション不足）（２）手術後，ガーゼを挿入したまま，帰室する場合
12212
は，申し送り書でガーゼ挿入枚数の申し送りを行うこととなっているが，今回は申し送りが行われ
なかった。（３）ガーゼ挿入枚数の申し送りがあった場合，ガーゼ抜去の確認はクリティカルパスに
基づいて行っているが，クリティカルパスは看護師用で医師と共有されていなかった。
尿培検査の容器を違う患者さまの容器に入れて提出してしまった。検査より、検体と伝票の違いで 患者さまのＡという名前のラベルを見て思いこんでしまい、尿培の検体を容器に移し替えた。オー
問い合わせがあり気づく、ラベルを書き換え提出する。
ダーを拾った際に検体容器を作ることが、決められていたが作られておらず、採尿されてきても病
12213
棟に検体容器も切れてなく尿培検査だったので、検体をとるのに慌てており、十分な確認せず、提
出してしまった。
尿比重が下がったらメインをソルラクトからＫＮ３Ｂにかえ流量を１００ｍｌ／ｈから６０ｍｌ／ｈに変更 確認不足
12214 する指示を流量を下げただけでメインの点滴をかえ忘れ、５時間後次の勤務者に指摘され気がつ
いた。
12206

日勤で術後受け入れ準備を責任をもって行なう。術後患者と急患の担当を明確にし落ち着いて業
務を行なう。指さし呼称で確認を強化する。
検査を提出したら提出したことが分かるようにサインをする。外来においても受け持ちの患者様を
決めて責任を持って行う。
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検査データを結果画面で再表示し必ず確認すること。
単位が同じような単位なため見づらいため見やすくする
入力時のコメント入力と赤の印を入れる事を再度徹底する。尿を外す場合もコメント欄を必ず確認
する。ラベルにコメントがないか必ず確認する。
・マスターコード追加時はバーコードまで発行して確認
頻回に訪床し観察する。
危険動作がある時は抑制をさせていただく。
（１）医師と共用のクリティカルパスを作成し，退院日にチェックする欄を設けた。（２）経験の少ない
医師が患者様の処置を行う場合は、必ず指導医が付き添う。（３）挿入ガーゼは感染の恐れのな
い場合、一部を体外に出して充填する。
名前の確認をしっかりすれば、提出間違いはしなかった。初歩的ミスである。

指示書をしっかり確認する。変更時は必ずＷチェックしてもらう

12215

12216

12217
12218
12219
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12221

12222

12223

12224
12225
12226
12227
12228
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12231

12232
12233
12234

12235

12236
12237

12238

12239

具体的内容
背景・要因
尿閉の為バルンカテーテル・持続点滴が留置されていたが、そのまま病室の中央へ歩いてきてお 入院時の説明不足であると思われる。 治療についてナースコール指導等が不足している。
り、点滴は抜去、バルンカテーテルはベッド柵に固定していた為ピーンと張った状態になって血尿
が流出していた所を同室者の家族が発見し看護師に知らせてきた。
尿量が１２０ｍｌ／４ｈ以下であればラシックス１ＡＩＶの指示があった。尿量は８０ｍｌ／４ｈであった 思い込み 確認不足
ので本来はラシックスを打たなければならなかったが、２日前までの指示シートには透析日で除水
がある時はラシックスは行わないと言う指示であったので、当日は透析日であったためにラシック
スを打たなくてもいいと思い込み行わなかった。しかし、その指示は２日前までのものでありラシッ
クスを打たなければならなかったことを主治医に指摘された。
尿量が２００ｍｌ／４ｈ以下の時はラシックス０．５Ａ静脈注射の指示があったが、４時の観察時、尿 確認不足 うっかり忘れ
量が４時間で１９０ｍｌでありラシックスを施行しなければならなかったが指示を忘れ実施しなかっ
た。
尿量が少ないため尿道カテーテルを確認したところ尿道カテーテルが抜けていた。
体動が激しかった。観察不足
尿量が少ない時の指示をカルテからカーデックスへ転記する際、逆に転記されていた。実際にこ 医師の指示の出し方が分かりにくかった。転記によるミス
の指示で患者に投薬をしようと思い、指示がおかしいことに気づいたためカルテをみると、転記の
際に逆に記載していたことがわかった。
尿量チェックで９時の尿量１０００ｍｌ以下、２１時の尿量５００ｍｌ以下ならラシックス２分の１（ルー 情報を取るとき指示の確認がしっかりできていなくて、前の指示と勘違いしてしまった。
ト）の指示が出ていた。以前までラシックスの指示が０時１２時で０時の尿量１０００ｍｌ以下ならラ
シックス２分の１（ルート）の指示になっていた。２１時の尿量が７００ｍｌで１０００ｍｌ以下の前の指
示を思い込んでラシックスのルートをしてしまった。深夜看護師に指摘され気づいた。
尿量チェック指示、３００ｍｌ／８H以下でラシックス１０ｍｇ使用になっていた。１０：００の検温の際 ・医師の指示の意味を理解していない・指示内容の確認不足・他の業務のため気持ちが集中して
尿量２５０ｍｌだったが何時間分の尿であるかを確認しないままラシックスを使用してしまった
いない
尿量チェック指示がある患者様の尿量の見間違え。尿量チェック３８０ｍｌ／８ｈ以下でラシックス１ 申し送りを受けたが、メモをとっていなかった。毎回２００ｍｌ前後しか尿が出ていない患者である
／２Ａ衣ｉＶの指示があり、８時の尿量２５０ｍｌを捨てていないと朝の申し送りを受けた。１６時で二 が、約５００ｍｌ以上も尿が出た時点でおかしいと思わなかった。ハルンバッグが２層式になってい
層式になったハルンバッグの上層にあった尿を下層に落とし合計５２０ｍｌでスケールクリアと判断 たが、上層の尿を下層に落として合計してしまった。二層式のバッグはカルテ記載時には放棄と
した。しかし、毎回約２００ｍｌ前後しか排尿がない患者様が５００ｍｌ以上出ているのはおかしいと１ 書いていない。
８時頃気が付き、その日の夜勤者に電話を入れた。１６時の時点で２７０ｍｌスケールアウトであり
医師に報告し１８時にラシックスを１／２ＡｉＶの指示を受けた。
尿量に関係なくラシックスIVの指示がありダブルチェックご注射薬を病室に持参したが、他の処置 実施の確認不足、他の処置に気をとられ、ついうっかり忘れてしまった｡忘れられている事に気が
やチェックに気をとられＩVすることを忘れてしまう。また、注射薬をトレイに入れず注射薬用小ケー 付くのがおくれた原因としてトレイに入れず注射薬用小ケースに入れたことが考えられる
スに入れて訪室していることに基本が守れていない。また、レスピレターの上に置いてしまったこと
で発見がおくれた。主治医に報告し様子観察となる
尿量指示１２時間で４００ＭＬ以下でラシックス指示でるが ８時間尿と思い込み５時の時点で８時 思い込み
間尿４００ＭＬきっていたためラシックスをしてしまう
尿量測定の指示がカーデックスに記述されていたが、指示の拾い忘れにより未実施となった。夜 情報の伝達と共有のあり方の問題
勤看護師に問われ,その時点で気付いた｡主治医に報告したところ、回数だけわかればよいといわ
れた
尿量測定間違い
情報伝達の問題点
任意入院の患者がポケットに毛抜きを入れており、それを使い自らの両上肢を傷つけた。
ボデイチェックが不十分。
妊婦（妊娠初期）に対して放射線防護服を着用することなく、３部位（頭部、右手首、右膝）の単純 最近日本放射線公衆安全学会より医療被ばくのマニュアルが出され、妊婦に対して影響度がな
撮影を実施した。
いレベルとの内容になっていたので、その知識が頭にあった。
認識力の低下している患者が車椅子でリハビリから戻り、ベッドに戻すなり、抑制帯を使用するな 危険性の察知が足りず、直ぐに行動しなかった。業務優先度の判断ができていなかった。
ど直ぐに対応しなかったため、車椅子から床に滑り落ちた。
認知症・せん妄ありの患者さま、夕方よりごそごそされていたので声かけをしていたが、夜、同室 認知症・せん妄あり。
家族の叫び声で訪室すると、入口付近で下肢を前に出し座り込まれていた。当直医に報告する。
バイタルサインは安定しておりH-CT撮影をする。明日再撮影の指示があり、その後アモバンを服
用し良眠される。明け方４：３０頃覚醒され、６：００に他の病室で座り込まれているのを発見する。
認知症があり、以前、転倒経験あり、家族の承諾のもとベッド柵４つ使用していた。早朝、尿道留 一人でトイレに行こうとされた為
置カテーテル抜去し、オムツに排尿していた。しかし、ベッド柵を乗り越えようとしているところを詰
所より発見されると同時に、ベッドより転落された。トイレに行きたかった、ということだった。後頭部
打撲あり、頭部ＣＴ施行したが、異常見られなかった。
熱が39.2℃まで上がり、発熱時の指示は「38.5℃以上で、Bp100以上あればアナバン坐薬1/2」で 急いでおり、指示を見間違えたため。坐薬1/2本という使用方法は知らず、最初から1本だと思い
あった。Bp119/62mmHgであり、使用しようとしたが、指示を見間違え、誤って1本使用してしまっ 込んでしまった為。
た。その２時間後37.6℃までさがり、著変なかったが、その後34℃代まで体温が下がり、Bp80-90
代まで低下見られる。レベルは変わらず。
熱気により低温火傷
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
熱気浴で低温熱傷する
接触面があたっていた。体位の問題。
熱傷・意識消失にて入院中の患者で、持続点滴、尿道バルン留置、O2吸入中であった。意識レベ 意識レベルが回復し活動がアップし不穏行動が徐々にみられていた。既往に精神疾患があった
ルは回復しており、活動レベルがアップしていた。精神科の既往もあったが内服は全て中止中で が内服も中止しており、入院時は尿量少なく尿道バルン留置していたが必要性はなくなっていたと
あった。徐々に夜間帯の不穏行動みられており、ベッド柵をはずし降りようとする姿あり、頻回の訪 思う。
室し声かけすると理解し落ち着いてはいた。7時頃に訪室するとベッド柵再度はずしており見ると、
バルン抜去されている。本人に問うと、「ようこさんがそこにいるから行こうとしたらぷちんて音がし
た」と。痛み出血はみられずその後の自尿良好血尿みられず。主治医に報告し、経過観察でよい
と。
熱傷OPE中腹臥位から仰臥位へ体位変換時麻酔医はライン確認をしていたが､､変換後右鼠径 声を出しお互い確認しながら体位変換を行っていたが、体位変換後CVラインは抜去されていた。
CVラインが抜去していた
全身を滅菌覆布で覆っての体位変換だったので十分な確認ができにくかった。
熱傷の患者様末梢ルートよりソルラクト手動20ml/hで投与していた。16時から側管よリｱﾙﾌﾞﾐﾝ製 観察不足、確認不足、急いでいた。
剤投与されており18時に終わって外したがメインのソルラクトの速度を調節しなかったために、20
時までで160ml入ってしまっていた。リーダー、医師に報告しそのまま20ml/hでキープとなる。
熱発が持続しており、抗生剤と輸液投与されている患者。輸液１６時に更新予定（ソルデム３Ａ・一 自分では、主管をキープで設定したつもりが、きちんと設定できていなかったのかもしれない。しか
日２本・４０ｍｌ／時間）であった末梢静脈点滴が、予定よりも早く１４時頃終了してしまったため、１ し、発見時点でクレンメは絞られていたため、事実ははっきりとしない。滴下速度を設定したとき
６時分をキープの速度で滴下速度を設定した。しかし、１５時３０分患者本人からナースコールが ルートのねじれや屈曲も確認したという記憶もきちんとあり、やはり滴下速度の設定ミスではない
あり訪室すると残量がほとんどない状態であった。クレンメをみるときちんと絞られている。患者に かと考えられる。
確認したところ、点滴がなくなったため自分で止めたとのこと。患者本人は点滴中は特にクレンメを
触った覚えはないとはなされる。輸液過剰による副作用症状はなく、その時点で主治医に報告し
た。経過観察でよいとのこと。患者にはその旨を伝え、了承を得る。
熱発していたためＤｒに指示をいただくため、熱型表をみせたところ熱型が「１１日」に書いてあり、 確認が不十分だった。
Ｄｒに記載ミスを指摘されている。
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改善策
入院時のオリエンテーションの徹底と環境整備（ポータブルトイレ設置）を行う。
指示書の内容をよく確認して実施する。分からないことは確認する。

指示は常に確認して実施忘れのないようにする。
頻回に訪床し観察する。必要時抑制させてもらう。
転記をしないオーダーシートに変更予定である。
時間指示など間違いがないか確認、注射施行前にカーディックスなどでチェックする。ハルンバッ
グの隅に、尿量チェック時間とラシックス投与量を明記してスタッフが間違わないようにした。
・指示内容を確認しその意味を理解するよう自己学習をする・ダブルチェック
大切な申し送りはメモをとり覚えていく必要がある。いつもと違う何かおかしいと思った時は先輩看
護師に相談する。ハルンバッグの二層式の意味を考えて行動する。

基本を

・カルテ確認 ・思い込みを無くす
尿量測定チエックリストの作成をして、忘却を防ぐ
指示内容の意義について指導
ボデイチェックのマニュアルを徹底する。
基本どおりどんな妊婦に対しても防護服を着用する。
転倒転落アセスメントスコアー１０点、危険度２であり、前夜リスミー内服している。危険を予測し、
回避行動をとる。発見したものがなぜ危険かを担当看護師に伝え、指導する。
夜間は頻繁に訪室する。夜間家族の付き添い許可される。

頻回な訪室。また、尿意あるときはナースコール押すよう説明する。

指示を声に出し確認する。初めて使用する指示の時は自分だけでなく他のスタッフにも確認するよ
うにし、確実に投与できるようにする。
手順の作成 チェックのシステム化
・仰臥位での施行 ・接触面の確認強化
尿道バルン留置の必要性はないとし再挿入はせず。

麻酔医はラインを確認し声に出しラインに余裕があることを報告していたが、麻酔医だけでなく全
員で確認すべきだった。
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど管理)の強化
点滴の入っている患者に対しては一度滴下を設定したら、他患者の検温・ラウンドを済ませた後、
ナースステーションまで戻る帰り道に再度訪室し２重の確認を行う。

焦らずよく見て記入していくように職員に説明する。

12240
12241
12242

具体的内容
熱発しベット臥床していたＡ氏が、ベットサイドポータブルトイレ脇倒れている所発見。コード式ナー
スコールは設置してあった。
熱発もあり足腰のふらつきがある患者でポータブルトイレにつかもうとしたら転倒する。
熱発患者に受け持ち以外の看護師が対応し、医師の指示ボルタレン25mgのところボルタレン５０
mg施行する。受け持ち看護師が休憩中で不在にも関わらず、熱発時の処置を申し送っていなかっ
た。退院時の処方はボルタレン25と50の両方が出ていた。
年末に外泊される患者様の外泊伝票は記入済みと申し送りがあった。しかし、患者様本人から、
外泊伝票に記入していないと報告を受けた。確認するとカーデックス内の伝票はＤｒサインのみ記
入されていた。
濃厚カップに濃厚流動食パックの切れ端が混入していた。

背景・要因
ナースコール押さず1人で排尿しようとしていた。また体動はげしかったためベット柵を3本使用して
いたが4本使用して1人で立位しないようにしておく必要があった。
ポーブルトイレの固定は，しっかりしていないものを説明していない。
不在時の申し送りが出来ていなかった。医師や科の違いにより同じ熱発でも指示に違いが有り病
院での統一が図られていない。

改善策
ベット柵4本にする。排尿時はナースコール押すよう再度指導。ポータブルトイレはかたずけて尿
器使用とする。
ポータプ゛ルトイレの固定の良い物にするべきであつた。
病院内でのボルタレン使用に関する取り決め統一を検討する

Ｄｒサイン記入後に、速やかに処理されていなかった。また、Ｄｒサインを「記入済み」とするのか、Ｎ どこを基準として「伝票済」とするのか統一した了解が必要である。
Ｓが記入する欄を記入してから「記入済み｣とするのか、全てを記入して「記入済み」とするのか、
認識が統一されていないのかもしれない。
チェックの仕組みの問題点
パックを切る際には二度切りせず一度で切る様にし完全に切りはしを取らずに折り曲げる様にす
12244
る。
12245 濃厚血小板製剤の保管中に振とう器のスイッチを切ったため製剤が使用不能になった。
当直業務への引き継ぎが不十分であった。製剤の保管状況を確認しなかった。
製剤の保管状況を明示する。
濃厚血小板輸血を行う際、医師の輸血確認のサインが行われていなかったが、看護師が輸血部 輸血が届いたが、その場に医師がいなかったため、他の看護師に医師がきたら確認してもらうよう 思い込みで行動しないことと、どんなに多忙でも確実な確認の徹底
の受領サインの欄を見て医師のサインが行われていると見間違えて輸血を施行してしまった。
依頼していったが、医師がなかなか来なかったとのことで、そのまま、置いてあった。そのため、２
12246
時間近くたっており、自分も当然確認してあるとの、思い込みと伝票を見間違えてしまったことが原
因である
12247 濃厚流動食の種類を間違えて配膳したが、病棟で気付いた。
食品名の確認不足
作業時の注意力、確認の大切さ。
濃厚流動食プルモケア１本を本日より開始 患者様へは少しずつ摂取すること、一度に飲むと下 学生の知識不足、情報提供不足。患者様のところへ行く際は必ず指導者か教員が一緒にいくこと 学生が実際に患者様へ行う看護行為が始めてのものは、必ず、指導者又は教員の元で見学後実
痢になること、２４時間ぐらいかけてゆっくり飲むことは説明していた。飲水時は看護師が進めなけ の声賭け不足。
施という過程を守る
れば飲まなかった。看護学生がついており、学生に必要性説明した。学生が一人で患者様のとこ
12248
ろへ行き濃厚流動食の必要性説明することで最初は拒否したが、説明したことで飲水し、一度に
全部飲んでしまったと報告を受ける。患者様へは下痢をする危険があることを説明。ポータブルト
イレ設置してあり、早めにナースコールするよう説明する。
濃度の濃い薬剤で、通常中心静脈ラインから投与を行う薬剤を、末梢ラインから投与した。
知識不足。自分の知識が不足している事を認識し、リーダーナースや先輩ナースに確認をすると 薬剤の目的や投与方法についての、マニュアルなど活用し、未経験業務などは、リーダーナース
12249
いう判断も出来ていなかった。
や、指導者などに確認をしてから行う。
濃度の変更はしたのに流量を変更し忘れた。薬剤のＷチェックは行ったが流量のＷチェックを怠っ 濃度ばかりに気をとられ、流量についての意識が薄かった ・注射のＷチェック ・リーダーとの指 基本に則り、決められた手順を厳守する
12250 た。他スタッフへの指示点検を依頼していない。深夜での始業事点検が不十分だった。
示書のＷチェック ・始業時、終了時の点検がきちんと守れていない。 ・創洗浄、ライン交換と処
置が重なりあせりがあった思い込みがあり、油断していた
脳アンギオされた当日の夜間安静中であったが、バルンカテーテル･点滴を自己抜去され、出血し ・危険度の予測不足 ・安静の必要性についての説明不足
・繰り返し安静について説明する ・頻回に訪室する ・状況を見て最低限の抑制をする
12251 ながらトイレへ動かれた様子。トイレまで血液汚染を認める。その後意識レベルに変化はなく経過
された。
脳ドックの結果説明において、Ｄｒが違う人で精査の予約オーダーをかけてしまった。
Ｄｒが前の人の予約オーダー入力が終わっていないにも関らず、次の人のファイルをおいてしまっ 結果説明を受けた受診者の診察・結果入力・検査オーダーがすべて終わったことを確認してから、
12252
た為、違う人で予約オーダーがかかってしまった。
次の受診者のファイルをＤｒに渡す。
12253 脳外の手術終了後、器械の洗浄、滅菌作業中にバイポーラーのマンドリンを紛失。
確認不足
洗浄したら直ちにマンドリンをセットの習慣を付ける
脳外科の化学療法の患者さんで、夕方から２１：００頃まで無断で友達と飲みに出かけて不在。そ 以前も無断外出を確認しているが、その必要性（感染防止）についてまで説明・指導していない。 感染リスクを含めて医師からも説明してもらう。
12254
の前も無断外出したとのこと。
脳外科の手術が続けて2例あり1例目が終了してから2例目開始まで20分しかなかった。手洗い
業務の連携の問題
1例目2例目の手洗いナースを別にし、後片付けまで責任をもつやり方、カウントなどの伝達を必
ナースは同一ナースが担当した。1例目直後手洗いナースと他のナース1名が片付けをしていた。
ず行うこと。手術終了後必ずフリー番がいるので、後片付けなどはその人に依頼しフリー番が責
12255
その後器械担当の別のナースに片づけを代わってもらった。1例目の器械をオートにかける必要
任をもって行う。
があり、機械組みの時のチェックでセッシと布カンシが1本ずつ不足しているのに気づいた。
脳外科の手術で閉創前にガーゼカウントを行った。ガーゼは清潔側に3枚不潔側に5枚で2枚不足 ガーゼカウントの業務ルール
ガーゼカウントはどの時点で誰が責任を持って行うかのルールの見直し
であった。医師は絶対に残っていないと言われ閉創をした。その間部屋のすべてのゴミ箱や周囲
12256
を探したがガーゼは見つからなかった。術後のXPにもガーゼはなく不足したガーゼ2枚は最後まで
見つからなかった。
脳幹部出血にて入院加療中、急性期を脱し、経流増量中でＦ２：２００ミリリットルとなり、翌日よりＤ 注射ノートの指示・内容の確認不足。注意力散漫。前日までの指示と同じとの思い込み。
注射ノートが新しく出力された時点で正確に時間割を施し、前日までのものと比較確認を徹底す
ＩＶ２０Ｇへ減量となる予定であった。前日までＤＩＶ２本ペースで施行していたため、注射ノートを出
る。
12257 力し、時間割をする際に２本ペースで落下速度を記入してしまった。施行者も誤記載に気づかずに
実施。２日後に担当看護師がＤＩＶ２０Ｇ／１日であることに気づき中止。高血圧の既往あるも呼吸
苦等の心不全兆候は認めず。
脳血管撮影において連続で１０枚撮影したが、４枚しか撮影されなかった。午後から管球を長時間 業務手順の問題点
管球の交換。管球に過度な負担がかかる使用を行わない。管球の冷却に注意する。
12258
使用していたため、管球が劣化してＸ線が発生しなかったもの。
脳血管障害後遺症により、片麻痺がある患者のＡＤＬ拡大のため、車椅子に乗車してナースス
看護師は車椅子のブレーキをかけており、患者が動いたことがきっかけで車椅子が倒れた。看護 看護師は、患者の安全管理に十分気を配る。看護師は患者のＡＤＬが変化することを理解し、患
12259 テーションで過ごしている時に、患者が前のめりになり、車椅子ごと倒れて前額部をぶつけて打撲 師は患者が動こうとする可能性を予測していなかった。看護師は患者の行動を密に観察していた 者の行動を予測したうえで事故防止対策を立てる。
した。
わけではなく、記録を書きながら側にいるといった状態だった。
脳血流ＲＩ検査ＳＰＥＣＴ（ＥＣＤ）検査を行うため、注射を行った。しかし、購入した薬剤が不良品で 後日メーカーからの報告では、製造工程上のトラブルがあり、薬剤の安定が悪く、患者に投与した ・メーカーに対するチェック機能の強化の要請 ・当日予定した検査は、当院標識による薬剤で検
あったため、無効な検査薬を注射したことになり、脳血流ＲＩ検査ＳＰＥＣＴ（ＥＣＤ）検査が行えな
時点ではすでに薬剤が変化してしまっていた。（ただこの変化は本来、体内で起こるものであり毒 査を行った。
かった。メーカーからその日の朝届いた検査薬を使用したところ、脳実質への取り込みがなかっ 性などの出現はない。）メーカー工場での製造過程での問題であり、当院ではチェックする方法は
た。検査は予定どおり行われたが脳血流を反映する画像にならなかった。そのため患者は無駄な ない。患者本人には後日医師立会いのもと、メーカー担当者より説明、謝罪が行われた。
被爆をしたことになり、また再検査の必要が生じた。検査担当の放射線技師は、間違った医薬品
を注射したのではないかと考え放射性医薬品の確認を行った。後押しに使用したのが生食ではな
12260
くブドウ糖か他の薬ではないかと疑った。注射したのが他の核種ではないかと疑いエネルギー
チェックを行った。最終的には病気のバリエーションだと思った。このことにより薬に問題はないと
思ってしまった。２例目の注射が終わっていたのでガンマカメラで放射性医薬品の分布を確認して
みると１例目と同じだったので、薬の使用を中止しメーカーに問い合わせた。３例目の患者から
は、当院標識の薬剤を使用して検査を行った。一例目、二例目とも全身の放射性医薬品の分布を
確認したところ、肝臓にＲＩの集積があった。
脳梗塞・肺炎の患者でIVH・マーゲンチューブ留置中、両上肢動き活発でミトンを装着していた。当 普段はミトン装着していたが、当日リハビリ開始となり装着していなかった。着衣をガウンからパ 体動活発の為ミトン装着。抑制帯使用を考慮する。点滴ルート類を患者の目の届かない所に置
12261
日ミトンを外していた為IVHとMチューブを自己抜去。
ジャマに変更しチューブを足元より取り出すようにして自己抜去防止に努める。
く。
脳梗塞が既往にあり、時折不隠があった。2時の訪室時自己にてズボンずらしており、寝衣整えよ 点滴のルートが手の届く位置にあった。
接続部を固定する。点滴のルートが手に届かないようにする。
うと思い、また下肢に末梢ライン取っていたため外れたりしていないか確認行う。刺入部確認した
12262 ところ接続部はずれている。ルートが手の側にあった為、ひっぱりはずれてしまった様子。ライン入
れ替え行う。接続部はずれないようにテープで固定する。上肢活発に動かし、家人も少し前からよ
く動いているとのことで家人の希望もあり、上肢のみ抑制させていただく。
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具体的内容
背景・要因
脳梗塞で左半身麻痺あり、当病棟に4回入院したことがあり、今回入院2日目。転倒･転落チェック できれば管理室に近い部屋での看護が望ましいと思った。ハイケアーの部屋が足りない。
リストは入院時にとり説明は行っている。オムツ使用しているが、排尿の時はナースコールを押す
ことができた。しかし、オムツに排尿されていることが多かった。0時オムツ交換時に両下肢を右側
のベッドサイドに少しずらしていた。その為、転落の危険があると考え、ベッド柵を足側にも追加使
用する。3時もオムツ交換する。4時は排尿みられず5時30分に同室者のナースコールで訪室する
とベッドサイドで仰臥位になっている。トイレに行こうと自分で足側をはずし動こうとして転倒してし
まったと本人が話した。
脳梗塞とパーキンソン氏病もある患者様であったが夕方から不穏状態となり、病室で怒鳴ったり大 観察不足
騒ぎをするために車椅子に乗っていただきナースステーションで観察していた。申し送りの時間に
車椅子のベルトを自分で外し、立とうとして滑り落ちてしまった。
脳梗塞にて、ソリタT3にノボへパリン5000単位を混注し、時間40滴にて持続点滴をしている患者。 輸液ポンプの設定ミス。しかし、どこで流量がかわってしまったのかわからない。
へパリン混注しているため、輸液ポンプ使用していた。2時に更新し、40滴に合わせる。6時のイン
アウト計算時には40滴に設定されていることを確認。残量も合っている。しかし、8時過ぎにナース
コールあり、訪室すると点滴が終了してしまっており、ポンプを確認すると滴下が140滴に設定され
ている。本人はポンプに触れていないとのこと、看護師も触れたものはいない。患者に気分不快な
ど自覚症状なし。主治医に報告する。
脳梗塞にて入院の男性患者。左上下肢麻痺・左半側空間無視・集中力散漫あり。リハビリ中。支 １．転倒の危険性について問題にあがっているが、看護計画に十分反映されていない。 ２．ナー
えれば立位可能。会話は可能だが、時々トンチンカンなときあり。いつもはナースコールにてNsを スコールが手の届かない位置にある。 ３．情報の把握不足（排泄時間・間隔など） ４．ポータブル
呼び介助にてポータブルトイレを使用している。朝6時45分、同室者がトイレから帰ると患者がベッ トイレが部屋に置きっぱなしになっている。 ５．PTとの情報交換不足 ６．ポータブルトイレを使用
ドの右側にベッドを背にして座り込んでいた。ベッドはUPされておりナースコールはベッドから落ち する環境が整っていない。（補助バーなどの設置） ７．ベッドサイドでのADL拡大に向けたリハビリ
て手が届かない状態だった。（夜勤者２名はどちらもベッドUPしていない）「ベッド柵をはずしポータ の指導が不足。
ブルトイレに降りようとしたらずり落ちた」と患者の弁。
脳梗塞により右下肢の麻痺があり、排泄は自立できていた。（尿器）本日は、スリッパがベットの下 説明不足。
に入り込み、靴下のまま立ってしまったら転倒して受傷する。右眉5針。
脳梗塞による見当識障害があり、落ち着きがなく頻回に訪室を行い、持続点滴中であったため、ラ ライン固定で包帯などを使用した場合、皮膚の清潔についての観察、ケアなどが不十分であっ
イン挿入部は包帯固定をしていた。夜間トイレに関してはナースコールがあった。夜間定期の訪室 た。
を行うと、末梢ラインは抜去され包帯テープは引きちぎって、外してあった。本人からの訴えは、
テープが痒かったから外したとの事であった。
脳梗塞による左半身不完全麻痺の患者で、便秘のため洗腸後２１時にラキソベロン服用薬効あ 普段より便意は、はっきりされている。介助でポータブルトイレに移動していた。いつもはポータブ
り、夜中に便意あり自分１人でポータブルトイレにすわろうとしたところ、左足に力が入らず滑って ルトイレは部屋の外に置いているが本日はベッドサイドに設置してあり左半身しびれあり、下肢は
転倒した。
筋力低下はあるが一人でポータブルトイレまで移動できると思ったとのこと、靴は履かず靴下を履
いたままで移動しようとされたため、左足に力が入らず滑ったと思う。
脳梗塞のため入院、左側不全麻痺があったが、座位の保持はやや不安定ながらも可能であった。 患者は前日に脳梗塞で入院したところであり、障害（片麻痺）に対する認識が低い状態であったた
１１月２日朝、本人よりナースコールあり、訪室するとベッドサイドに座り込んでいた。カーテンを開 め、十分な注意が必要であった。ベッド柵は３ヶ所であったが、麻痺のことを考えた配置にするべ
けようとして右手でオーバーテーブルを持って立ち上がり、歩行したところ、左側に体が傾きバラン きであった。
スを崩して座り込んでしまったという。特に頭部などに外傷は見られず、腸骨部の皮下出血が見ら
れるのみ。意識レベルクリア、主治医に連絡。
脳梗塞のため入院中の患者。不穏状態が強く勤務交代時より、点滴を触るなど落ち着かない様 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
子であった為、訪室の頻度を増やしていた。17：50頃訪室するとベッド上に抜去された留置カテー
テルが放置されていた。（カフは破損していた）更に点滴の接続を外した状態でトイレへ歩行してい
た。尿道口よりの出血あり。 以後オムツ内失禁あるが、血尿なし。
脳梗塞の患者さん。入浴介助時、浴槽からの出入りが見守りレベル,先体・洗髪は自立レベルで アームレストやサイドレールがあればバランスを崩しても転落にはいたらない。物品不足によりイ
あった。シャワーチェアに座り洗髪中,右側に傾き、支えようとしたが間に合わず、シャワーチェアか ンシデントである。
ら転落し、額を床にぶつけた｡外傷なく経過観察となった。
脳梗塞の患者に、前日、ｽﾃﾝﾄ留置が行われ、術後にヘパリンが持続的に投与されていた。医師 医師の指示事項の見落としがあった。他の患者観察・処置・入院等で指示を確認することができ
から、翌朝8時にシースを抜去するので、6時にヘパリンを中止するように指示があった。診療録、 なかった。
重症記録への記載はあった。医師が８時に処置を行おうとしたが、同薬剤が注入されたままだっ
た。
脳梗塞の後遺症で左空間失認と記憶障害のある患者であった。内服薬を自己管理にしていた当 ・内服の間違いに気付き、患者自身が飲んでしまったこと ・内服の確認を飲む前にしなかったこ
日だった。夕食後に内服の残数確認をしたところ、朝の内服と夕の内服のプレタールがなくなって と
いた。本人は内服をした時に朝のを間違って飲んだことに気付き、夕の内服もあけて飲んだとのこ
とだった。その後に病棟師長に報告した。
脳梗塞の再発で入院された患者様で、持続点滴と心電図モニターを装着していた。明らかな麻痺 持続点滴と心電図モニターがついていたため、動作に制限があった。その上脳梗塞により、動作
はなかったが、動作は緩慢だった。入院時よりベッドサイドのポータブルトイレにて排泄を行ってい が緩慢で注意力も散漫だったため転倒のリスクは高かった。アセスメント不足が原因と思われる。
た（自己にて）。11月21日4時頃、ナースコールがあり訪室すると、ポータブルトイレに移る際、寝ぼ
けててしりもちをついてしまったと言われる。意識レベルクリア、外傷・疼痛なし。
脳梗塞の障害のため人工呼吸器装着している患者のナースコールがなり訪室すると（人工呼吸 医療材料の採用や、保守・管理の問題点
器のアラームとナースコールは連動となっている）、気管カニューレとエコキャスの接続部が外れ
ており、すぐ装着し、患者に変化はなかった。
脳梗塞既往あり、理解力低下があった。説明は何度も行い、訪室も頻回に行ってはいた。ベット４ 点滴も行っていた為、夜間排尿回数の増加も考え事前に回数を把握し、声かけし誘導する必要が
点柵を行い、睡眠状況の観察を行っていたが、ドサッという物音で訪室すると床に手をついて座っ あった。
ていた。
脳梗塞既往のある患者 夜間トイレより帰室時向かいのベッドの患者ベッド近くで後ろ向きで転倒 ポータブルトイレを設置すればよかった
する
脳梗塞疑いにより入院加療中 内服薬にて管理中 当該患者を担当している看護師が昼の内服 指示薬が揃っていなかったので、配薬処理を後回しにした。他の看護師が実施するであろうという
薬を配薬漏れ（ベイスン０．３×３ 食前） その後指示変更により当該薬剤の与薬中止 身体状態 思い込み
変化なし
脳梗塞後のリハビリテーション実施中、患者の酸素ボンベが空になっていた。リハビリテーション 業務手順の問題
科から病棟に連絡し、酸素ボンベを用意した。その間、特に患者には異常は発生しなかった。
脳梗塞左片麻痺ベッドサイドで座り込んでいた。外傷なし。
自分で柵をとり靴を履きリハビリへ行こうとしていた。
脳室ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ７日目。両手抑制3０分毎に観察していたがECGﾓﾆﾀｰが外れていることに気づき訪 両手抑制中であったが、抑制が少しゆるんでいた。30分毎の観察はしているが、ﾎﾟｲﾝﾄを押さえた
室。座位状態でﾄﾞﾚｰﾝが抜けていた。Dr報告後、再挿入し、１針縫合固定となる。
観察が不足していたのでは？
脳室ドレナージの術後当日、20分後にドレーンを自己抜去した。傾眠傾向で、レベル１０、異常行 この部署の経験が8ヶ月で、脳外科の特殊性の理解が低かった。危険性の予測が出来ていな
動はなかった。
かった。
脳室ドレナージを０点を合わせるためチューブを移動した。その後排液を観察すると液だめになっ 業務手順の確認
ていた分がバックの中にすべて入り５０ｍｌ／６Ｈの増加があった。主治医へ報告する。
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改善策
ハイケアーの部屋の有効な使い方について検討中

不穏時の指示を早めに実施していく。家族の方に協力依頼をして精神的慰安に努める。
輸液ポンプ使用時は、器械に頼ってしまいがちだが、訪室時には必ず毎回設定確認していくよう
にする。

１．ポータブルトイレ使用の評価を行う。（車椅子にてトイレに行けないか。夜間のみの使用にする
のかなど） ２．ポータブルトイレは必要なときに持ってくる。 ３．リハビリでの評価を踏まえ、PTと情
報交換を行い適切な介助方法および補助具を検討する。 ４．看護計画はより具体的にあげ、ケア
の統一を図る。 ５．ナースコールは手の届く位置にあることを確認する。
右麻痺があるため、今までと何が違うか何に気をつけるか説明をする。
不穏症状の見られる患者のライン管理について、病棟として検討する。

必ずナースコールを押されるよう再度説明。ポータブトイレも部屋の外に出しポータブルトイレに一
人で移動できないようにした。
患者・家族への説明をし、ナースコール対応の協力を得る。

2日に１度不穏になっていたという情報があったので、睡眠のリズムや主治医と連携をとり睡眠剤
の検討を行う。
物品の補充と患者観察の強化を指導。
治療・処置に関する事項は定時にチェックする

・食前に前もって内服を確認すること ・内服薬の袋に日付けを記入する

疾患やルート類がついていたことを考えると、看護師見守りの元、移動をするべきだった。転倒後
は、患者様に転倒のリスクが高いこと、移動時はナースコールを押すことを伝え、30分ごとに訪室
した。
・業者側からエコキャスの口径の改善について申し入れがあり、改善後の製品と交換した
頻回の訪室と睡眠状況、排尿誘導を継続して行っていく。
・高齢脳梗塞既往など考慮し、夜間はナースコールするよう促す ・ポータブルトイレを設置する
・食前薬を内服している患者の薬箱に赤色のマーキングを施し、「食前薬」と記載しておくことによ
り、関係職員への注意喚起を図る ・担当看護師間の声かけによる確認作業の徹底（指示簿と薬
袋の照合確認）
酸素ボンベの確認の徹底
１．追跡装置の固定 ２．リハビリ時対応
見当識障害時のﾘｽｸを予測したﾁｭｰﾌﾞ類の管理（感染ﾘｽｸの高い期間は患者の状態に応じた抑制
帯の工夫をする）
新任ナースの学習会の開催。定期的な勉強会でお互い、知識を身につける。危機意識を持つ（危
険因子）、予測能力を身につける。
処置を行うときは十分に手順を見直し、取り扱いに注意する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
脳腫瘍で高次脳機能障害、せん妄がある患者だった。病識がなく、大声で叫ぶことも多く、日中は ・本人は日頃から帰りたいという気持ちが強く、帰ろうとしたこと ・同じ病棟の患者に車椅子を押さ ・病棟から離れる時は、早めに声を掛けること
看護師の目の届くダイニングルームで車椅子にのり過ごしていた。１１時４０分頃同じ病棟の患者 れている姿をみたが、ただ散歩しているだけだと思い注意を払わなかったこと
に車椅子を押されていた。食事の時間になるが病棟内に姿が見えず。病院内を探し、１２時４０分
タクシー乗り場で車椅子の座っているところを発見した。エレベーターには誰かに乗せてもらいに
来たと本人より。
脳腫瘍で入院中でJCS3の患者。デカドロン４錠を毎食後内服中であった。準夜の看護師が配薬 ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
・与薬時の確認の徹底 ・配薬後、与薬確認シートと、特殊薬の内服チェック表を再度確認する
時にデカドロンの残数が合わないことに気がつき、昼食事に与薬していないことに気がついた。
脳腫瘍で歩行障害、失語のある患者だった。離床センサーをつけていたが、外して一人で歩行し ・トイレに行こうとして転倒した。 ・ナースコールを押すように説明はしていたが、理解力が低くで トイレに行くタイミングを見つけて、あらかじめトイレ誘導する
ていることも多かった。４時に同室者からナースコールあり。訪室するとトイレの前に横になってい きない ・最近、歩行が安定してきていたので、一人でも大丈夫だろうと思っていたこと
た。介助にて立たせると,その後は一人でトイレに行き排泄ができた。痛みやぶつけたところを問う
がうなずくのみで、はっきりせず。その後、当直師長に報告した。動きには変化なく当直医の診察
は依頼せず様子を見ることにした。
脳出血・骨折で入院中の患者様のバイタルサインの測定を行い、血圧１８０以上アダラート１Ｔの 血圧測定を行ってすぐにカルテで確認をしていない。自分自身がアダラート内服の指示が２００以 他科の患者様の場合は特にカルテで確認をするようにする。基本的にカルテで確認するという作
指示をカルテで確認せず、２００以上の指示と思い込み内服介助をする事が遅れてしまった。
上であると思い込んでいた。
業を怠らない。
脳出血で、脳室ドレンが留置されている患者の指示で、「ＣＳＦがどんどん出てくるならクランプして ・医師の曖昧な指示 ・曖昧な指示に疑問を持たずに受けた看護師の判断 ・日勤で指示を受け 指示出し・受け手が十分納得できること。不明な点は医師に確認、または、先輩看護師に報告す
ください」という内容があった（診療録に記載）日勤で指示を受け、準夜勤務者に引き継がれた。準 たのと深夜勤務者が同一 （チェックがかからなかった） ・1年目看護師のフォロー体制が不十分 る。専門的知識をもつことでの判断能力を高める。
夜で75ml、深夜で140mlの排出があったが、ドレン開放のまま経過をみた。日勤への引継ぎ時にク
ランプすべきではないかと指摘され、医師に報告しクランした。低髄圧症状はなかった。
脳出血で意識障害があり、頚部からＩＶＨ挿入されている患者のＣＴ撮影後、技師、看護師等５名で ルートを充分観察していなかった。
患者をベッドと撮影台の間で移動するときには、複数のスタッフで充分周囲を確認して行う。看護
撮影台からベッドへ移す際に、ＩＶＨルートが頚部固定台にひっかかり、抜けてしまった。
師がルート周辺で観察できるように位置を取る。
脳出血で入院中の女性。下肢筋力の低下はあるが、昼間の移動は自力でできていた。２０時の検 昼間の移動は、自力でできていた為、できると思った思い込み。入院後２日目、しっかりしたアセス 排尿パターンを把握し、排尿誘導をする。ベット柵を４ケ所使用。ベットの高さを１番低くする。
温時よく眠っていた。消灯後、病室より音がした為、訪室するとベットから上半身の前額部が床に メントができていない。また、スタッフ間のカンファレンスや情報伝達はどうであったか。
ついた状態であった。ベット柵は左右１ケづつ使用、ベットサイドに設置したポータブルトイレで排
泄しようとベット柵に手をかけ降りようとした時、手がすべった。転落時、知人宅と勘違いしたとのこ
と。
脳出血の術後で意識レベル３から１０だった。体位変換の時に患者様の手が鼻へ行き一気に挿管 抑制中であったが、体の向きを変えるために看護師が一瞬手を離した。もう１人の看護師も手から 抑制帯使用の理由を把握してケアを行う。体位変換を行う時も、看護師の１人が手を抑えておく
チューブを自己抜去してしまった。当日抜去予定であった。主治医に報告し、酸素吸入で経過をみ 目を離した。体幹抑制までしていたが、日勤者は患者様の動きの状態を把握していなかった。
か、バスタオルと抑制帯を一緒にもって向きをかえる。
ることになる。酸素飽和度の変化はなかった。
脳出血急性期の患者、５：５５訪室時ベッドの足元に転落し座りこんでいるところを発見する。意識 ・転棟の危険度の予測が不充分であった ・患者の理解度が低いこと
入院時転倒・転落リスクアセスメントシートにて危険度の予測を確実に行い、早く対策を立てる
レベルに変化なし、打撲されたところなし。近くに移動し状態観察する
脳出血術後で、呼吸器装着中ではあったがうなずき・指文字で意思疎通できる。開眼は見られ
・観察不足 ・確認不足 ・不注意
ＩＳＰがプラスではあったが６と低く、観察が不充分になりやすいときには、安全管理の為に抑制を
ず、左麻痺のある患者様である。ＩＳＰはプラスで日中より右手の抑制はしていなかった。受け持ち
する必要があった。
看護師が休憩に入り、その間自分が交代していた。患者様は時々手をごそごそしていたが、大き
な動きはなくフォーレを引っ張るようなしぐさも見られなかった。その後しばらくして、再び手を動か
していたので見に行くと、フォーレを手に巻きつけ、バルーンは膨らんだままの状態で自己抜去し
ていた。
脳出血術後で認知障害あり床マットにしていたが、病室ﾄｲﾚまで出てきていたので、看護室で車い ウトウトしているから、ちょっと位よいだろうの判断が甘かった。
ﾘｽｸの高い人のその場を離れる時は、安全予防策をする。転倒・転落の危険性を家族に説明す
すに乗せていた。他の用事で10分間離れた時、車いすより倒れたのを他の看護師が発見。
る。又、協力が得られるようなら依頼する。
脳神経外科病棟看護師に２５％アルブミンを払い出すべきところをベノグロブリンＩＨを払い出し
製造番号のみ確認し、薬品名を確認しなかった。
声だしダブル確認を徹底する。
た。患者に使用する前に看護師が気づき、薬剤部へ返納・交換した。
脳転移に意識障害のある患者様で酸素の使用、末梢静脈点滴ラインがあった。酸素チューブを外 はさみが患者様の手の届くところにあった。患者様の訴えたかったことが理解できていなかった。 刃物類は病室に置かない 入院案内のしおりにも刃物は持ち込まないようお願いする文章を載せ
したり、点滴自己抜去をしていた為、刺入部にハンカチを巻き患者様が気にならないようにし、点 処置など常時観察できる病室へ移動していなかった。
た。
滴ボトルが別の物に見え恐ろしい怖いと言うため、患者様の視野に入らないように点滴スタンドを
置いた。ナースコールの脱落音が鳴り訪室すると右手にはさみを持ちナースコールと点滴ルートを
切断していた。ルート交換し本人と家人と会話し少しずつ落ち着いていた。
脳転移疑いの患者で、前日よりオプソが開始となりせん妄状態であった。5時30分ころ巡回するとＩ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
必要に応じて抑制帯の使用を主治医と共に検討する。
ＶＨルートがベッドサイドに投げ捨てられていた。患者は入眠中であった。すぐに当直医へ連絡し
残りのルート抜去し、ナート部抜糸する。末梢より点滴開始した。
脳動脈瘤クリッピング施行患者にＭＲＩを指示したが築いて電子カルテ画面を削除したつもりが適 情報収集不足。電子カルテ操作の知識不足。
オーダー入力前の情報収集を正確に録る。画面入力のマニュアルの熟知
切に入力されず、ＭＲＩの指示が削除されずに実施された。
脳動脈瘤クリップの術後の患者をＭＲＩ検査し途中で気がついたが、手術の時期をカルテで調べ、 当院でＭＲＩ検査が初めての方であった。依頼書で主治医の問診の欄にはクリップのチェックはな 依頼書のチェックリストを、正しく記入し、本人にもその認識をもって頂くよう、主治医に警告する。
安全な材質と判断し、主治医に確認をせず、本人に術後であることと、変わり無いことを確認して かった。検査目的の欄には[脳]としか書いていなかった。臨床経過の欄は記載がなかった。患者 クリップに気がついた時にすぐに装置外、室外に出すべきであった。検査の途中で交代するのを
検査を再開した。
本人も問診の時体内の金属の記載はなかった。看護師に入室時に何も金属は無いと本人は言っ 極力避ける。
た。入室させ、患者を寝台にセッティングし、撮影を開始した技師が、スキャンが始まってから交代
した。最近の手術の脳動脈瘤クリップは非磁性体で安全だと思い込んでいた。検査後、当日飛び
入り検査の電話対応などで忙しくなり、主治医や交代した技師に連絡が遅れた。
脳波の検査終了後ベッドに休まれていた。ご主人が面会で付いておられたが１５分程離れた時
自力でベッド柵をはずし起き上がられることを予測していなかった。ベッド柵は簡単にはずせる。痴 危険を予測し、ベッド柵は固定しておく。痴呆に対し対応出来る病院･施設などへの転院を検討す
に、4個ついていたベッド柵の1個をはずし転落された。同室者のコールにて発覚した。
呆があり一般病棟での管理困難。
る。車椅子に移し（固定帯を使用する）気分転換を図る。
脳波の検査前に哺乳をせずに検査に行ったため、哺乳時間・検査が遅れた。朝、11時に予定の 検査前に児が眠っており、コットに哺乳瓶が置かれていないため、哺乳がすんでいると思い込ん 検査へ行く前に児の調乳札の確認。
脳波の検査を16時に変更してもらう。14時、哺乳の時間になるが患者のミルクが用意されていな だ。
かった。配乳は他の勤務者と点検され、受け持ちは14時分が用意されていないことに気付いてい
ない。後から、患者のミルクが用意され、テーブルに置かれている。15時、検査室から連絡があ
り、フリー看護師に検査に付き添いを依頼する。15時半、調乳札を確認する際にテーブルにミルク
が残っている事に気付く。検査室にミルクを届ける。
膿汁排出の目的でペンローズドレーン１本挿入していた患者。１５時頃、本人からＮＳコールあり、 ドレーンが露出していたため早く消毒し、ガーゼ保護をした方が良いと安易に考えたこと。Ｄｒが行 創部消毒や、処置時Ｄｒがしなければならないか、ＮＳ処置可か事前に調べておく。
訪室するとペンローズドレーンが露出していた。消毒してガーゼ保護するだけで良いと判断し、イソ う処置というのを知らなかった。
ジン消毒しガーゼ保護した。後にリーダー報告時報告するとＤｒが消毒しガーゼ保護をする事に
なっていた事を指摘あり。ＮＳは消毒許可されていなかった事が判明。
排尿しようと安楽尿器を使用して一人で行ったところバランスを崩し尻餅をつく。再び転倒する恐 履物がスリッパであり滑りやすかった。暗闇で安楽尿器を使用していた。
夜間もしくはトイレ時はナースコールするよう説明を行う。履物を靴にする。
れがあるため、トイレのときはナースコールするよう伝え退出する。その後は、ナースコールありト
イレへ車椅子で移動する。
排尿じ転倒
業務手順、チェックの問題
観察の回数を増やす
排尿に行こうと起立し床頭台に持たれかかったら動いたため尻餅をついた
床頭台のストッパーはかかっていた
・歩行時にふらつきを認めた ・離床の時は必ずナースコールで知らせて貰うよう説明する ・患者
が現状を受け入れられない状況もあり精神面でのケアも必要
排尿のためナースコールがありポータブルトイレへ介助にて移動させ終わったらナースコールする ・ADL拡大中の患者の安全に対する管理教育不足 ・リスクのある患者に対する配慮不足
夜間ポータブルトイレ使用中はカーテンの外で見守る。ポータブルトイレ使用時はナースが来るま
ように告げて退室した。再度ナースコールがあり部屋に行くと自分で移動しようとして転倒してい
で移動しないようそのつど声掛けしていく。
た。特に打撲などなし
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12309
12310
12311
12312

12313

12314

12315

12316
12317
12318
12319
12320
12321

具体的内容
排尿のため車椅子にてトイレ誘導、トイレが満室であったため、トイレ待ちしていたが、その間、他
の業務しているすきに1人でトイレへ行き転倒
排尿の為トイレまで来た時、トイレの入口で目の前が暗くなり体がジンジンとしてふらつく。トイレの
手すりを握ったつもりであったが、握っておらず転倒する。後頭部にピンポン大の腫瘤形成。他の
部位の打撲はない。
排尿の為起立、ポータブルトイレを使用中に床に転倒し、左手を捻挫
排尿介助のために訪室すると、患者が壁に寄りかかり、ズボン・パンツを半分下ろした状態で床に
座り込んでいた。 →衣類用バケツには便が入っていた。 →どうしてバケツに便をしたのか患者
は解らないようだった。 →ベッドに寝かせた。腰の痛みを訴えたので湿布した。 →ベッド柵３本
紐固定した。
排尿後ベッドへ戻る途中で倒れた
排尿困難あり、20日にバルンカテーテル挿入する。本日バルン抜去指示あり。7時20分に抜去。11
時30分に自己排尿があったと、学生より11時45分に報告あり。しかし、11時30分にバルン抜去後4
時間経過していたため、他の看護師が医師に報告、バルン再挿入していた。学生が受け持ってお
り、指導者が見あたらなかったため、別チームの看護師に排尿があったことを報告している。その
後指導者に報告した。
排尿困難の訴えがあったが、心気症状と考えていた。確認すると、前日から２０時間排尿が無いこ
とがわかった。泌尿器科受診し、尿閉と診断させた。導尿開始した。
排尿失敗の行動見られていたが、食事は端座位にて摂取してもらった。本人もそれでいいと同意
あり。背もたれし、自力で摂取していた。３０分後同室者の患者様よりナースコールあり。訪室する
と、他の患者が支えて起こそうとしている所発見する。その後一緒にベッドへ寝かせ事情を聞く。ド
スンという音はしなかったが、何か物を取ろうとしてすべるようにして倒れたといわれる。まだ食べ
たいと言われ、車椅子移乗し、ディールームにて食事摂取をしてもらう。
排尿頻回で失禁状態の患者。車椅子に乗っていたところ転落した
排便しようとトイレまで歩行するも転倒する。
排便の訴えがあったのでオムツ内を見ると尿道カテーテルがワッサーが入ったまま抜けていた。
排便確認せず、準備してあったテレミン挿入
排便困難の訴えがあり。カルテの継続指示をきちんと確認せずグリセリン浣腸施行した。医師の
指示は坐薬だった。
排便量の確認時５０ｇを５００ｇと見間違え、除水計算を行ったので０．８Ｋｇ除水出来なかった。医
師に報告し腹膜透析も行っているので問題ないと言われた。
排泄のため、ベッドサイドのポータブルトイレに座ろうとしたところ、ポータブルトイレの下に敷いて
いた新聞紙が滑って、脇にこけている所を発見する。

背景・要因
・患者へのケアが適切でなかった ・排尿介助中にもかかわらずその場を離れてしまった

改善策
・一人一人の患者さんのADL状態を把握したうえでケアにあたる ・中途半端な介助は厳禁

自宅でもよく転倒をされており、上肢にも転倒時の擦過傷が残っていた。主治医より、入院時にも
転びそうになったという情報が転倒報告時にあった。情報収集が不十分だった。大丈夫だと思っ
た。医師と看護職の連携不適切。
いつも患者さん一人で出来ていたので安心していた。
衣類用のバケツに便が入っていたことから、便をする為に自らベッド足板の所から降りたと考えら
れる。患者は自らトイレに行こうとするが、１人で行くと転倒・転落の危険があるためベッドには柵
が紐で固定されており、その時も柵は固定されたままだった。

転倒転落スコアの見直し。移動時はナースコールを押してもらい、歩行時には付き添う。スリッパ
について検討する。医師との情報交換をする。.
一人で出来るからと安心感を持つのではなく、常に介護意識を高める
ベッドをケアステーションから見える位置に移動し、ドアを常に開けて患者が見えるようにした。

ふらつきあり
一度に多くの看護師が関わったために起こった。また、報告を受けた看護師が別チームであった
ために、学生の報告内容からは適切な対応が出来なかった。実習開始時に、バルン抜去後の観
察点について、報告の経路について学生に指導したが、実施できなかった。看護師間の情報交換
不足。患者に確認不足

ふらつき時歩行時看護師を呼ぶ。つかまって歩く。リハビリに聞いてみる
処置が行われる際は、その日の受け持ち看護師に確認する。特に、別チームの患者に関して十
分な把握が出来ていない場合は必ず確認する。基礎実習の間の学生の報告は、実習指導者にす
るように徹底する。

患者の状態把握不足

実際の患者の状態と心気症状の見極め。患者の訴えは、すぐ医師への報告を行う。

患者様の行動の予測ができなかった。患者様が大丈夫といったことを鵜呑みにして、十分なセッ
ティングを行っていなかった。

セッティング方法について再検討する。端座位の保持が不十分な患者様に対しては車椅子に移
乗させて食事をしてもらうようにする。

・観察不足 ・転倒防止対策未実施 ・患者の側を離れた
歩行障害があったのに説明を理解してくれない。
観察不足
確認不足
継続指示を行う場合の手順がない。カーデックスのみ確認し、医師記載指示を確認する習慣がお
ろそかになっている。思い込み。
確認不足

患者の状態を確認し､転倒防止対策を実施する
歩行機などを利用してもらうまで説明していなかった。
ミトンを装着してもらう。
準備する者も施行する者も排便確認をして行う
継続指示を施行する場合は施行直前までカルテの指示で確認する。
データーはしっかり確認する。

ポータブルトイレの周囲の床などが、排泄物で汚染される為新聞紙を敷いた上に、トイレを設置し 新聞紙がすべる原因となったため、使用しない。ポータブルトイレで周囲の汚染なく排泄できるよう
ていた。汚染された新聞紙が放置されたままであったこと。
に、日常生活リハビリを行なう。また、移動がスムーズに進むよう、下肢の浮腫の改善に向けた治
療・援助計画を見直しする。
排泄のためポートイレに介助したところ、他の病室からナースコールがあり、患者に説明し退室す ポートイレ排泄中の見守りが必要かどうか判断できなかった。患者の状況把握不足。
眠剤服用、精神疾患ありなどの患者情報を踏まえて、排泄時は見守りが必要かどうか判断する必
12323 る。戻ってくると自分でお尻を拭こうとした時、ふらつき壁に倒れ掛かり、ずるずると床にずり落ち
要があることを指導した。
た。
排泄の為にベッドを離れた際、転倒してしまった。失見当識がある患者を妻が1人で介助しようとし ・妻の危険に対する認識の甘さ ・疾患からくる認識力の低下、筋力低下
妻にベッドを離れる時排泄しようとする時は看護師を呼んで欲しいと再度伝え、妻がその必要性を
12324
たところ転倒した。
認識できたため、この例以後はナースコールしてくれるようになり、転倒することはなくなった。
排泄介助で、ポータブルトイレ移動介助を行う。排泄終了後ナースコールを押すよう説明し、その 患者への説明不足。患者を放置してしまった。患者の特殊性の把握不足
最後まで介助できない場合は、確実に申し送りを行う。高齢の患者の場合、放置せず、終わるま
12325 場を離れる。数分後他の看護師が行くと、転倒していた。左眼瞼上部切創していた。医師の診察
で見守る。
後ステリーテープで固定する。
排泄介助後ベッドに戻ったため、患者より介助の手の力を抜いたところ、バランスを崩しベッド下に 不適切な介助。
不適切な介助が原因業務手順の再確認。安定した体位になるまで介助の手を緩めない。をスタッ
12326
転落してしまった。外傷なし経過観察とする。
フに指示した。
排泄介助時ポータブルへ移すためベッドから起こし床に足を下ろし立たせた際、患者右足より鈍い
患者の身体機能把握不足。
安静保持のためフォーリーカテーテル挿入。
12327
音がしたため看護師へ報告。 当日右大転子部Ｘ－Ｐ 湿布貼付 骨折なし。
排泄後、トイレから病室に戻る時に他患者様と話していて急に意識消失し転倒してしまった。頭部 ・観察不足 ・説明不足（糖尿病の教育入院中であり、低血糖症状も考えられる事から低血糖症 低血糖症状と対応について詳しく説明する。
12328
を壁にて打撲、出血・血腫あり。
状について十分な説明ができていなかった）
排泄誘導の際に、看護者が介助中に誤って本人の左の第４しを踏んでしまい、怪我をさせてし
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
看護者の不注意によるものであったため、介助の際に気を付ける様に注意し、介助の手順を見直
12329 まった。裸足であった為、傷が深く出血を伴っていた為、当直医に連絡し、診察を受け、創傷処置
すように指導を行った。
を行った。
肺がんのターミナルであり、ほとんど一日中ベッド上で臥床して過ごしていた。尿器使用中。眠前 自宅で３回転倒していたことを看護師が知らなかった。排尿パターンを把握し、訪室回数を増やす 排尿パターンを把握し、訪室回数を増やす。転倒アセスメントスコアの評価をしっかりする。
12330 薬内服し、消灯後に他患者よりトイレで患者が倒れていると報告あり。他患者の手によって起こさ べきであった。眠剤内服前に排尿を確認するべきであった。
れた後でありどのように倒れていたか不明。左殿部打ったと話されるがすぐに疼痛消失。
肺がんの患者様の点滴（抗がん剤入り）指示を１０時から１３時に滴下予定が、計算間違いをして 流量の確認不十分とダブルチェックをせず、１人で施行した。
流量を指摘された時点から修正した。次の点滴は予定時間を遅らせて実施する。マニュアルを守
12331
しまう 終了予定時間に医師が次の点滴のミキシングの前に患者様の所へ寄って判明する。
ること。
肺炎にて気管支切開し、蛇管使用し２Ｌで酸素吸入をしている患者様。１８時に訪室するとギャッヂ 当日より家族の付き添いがなかった。個室であった。他の重症者に患者様に使用していた酸素飽 気管支切開し酸素療法を行っている間は、酸素飽和度モニター付きの監視装置を装着する。酸素
アップしており、Ｔピースがはずれていて全身チアノーゼが出現している。意識低下し呼名に開眼 和度モニターを持っていったため、酸素飽和度をモニターできなかった。酸素飽和度モニターの数 飽和度モニター付きの監視装置の購入。咽頭部を伸展させる程度のギャッヂアップにとどめる。患
12332 する程度だった。心電図は異常なかった。すぐにカニューレとＴピースを装着し、医師に報告して酸 が不足していた。 耳鼻科医師より頚部が短いためＴピースがはずれ易いと言われていたが、ス 者の身体的特徴からＴピースがはずれ易いこととギャッヂアップの時の注意点をカーデックスに記
素１０Ｌに上げる。酸素飽和度モニターを装着する。酸素飽和度３６％から、徐々に１００％に回復 タッフに情報が共有されていなかった。 Ｔピースとカニューレの接続があまかった。ギャッヂアップ 載し、スタッフ全員で情報を共有する。
する。酸素２Ｌに戻す。家族・本人の同意を得て、両手は抑制中だった。
の角度が咽頭部を屈曲させる体位となった。
肺炎にて呼吸器装着中の患者さん。ウイニング方向で、セデーションを止めていたため覚醒してき 呼吸器装着中のカニューレ自己抜管は絶対有ってはいけないインシデント。患者観察、抑制の確 抑制の手技の再指導。スタッフ全員に、危機意識の啓蒙に努めた
ていた。両手抑制中であり、３０分前には、呼吸器は正常に作動していたが、３０分後、呼吸器ア 認などが不十分。
12333
ラームが鳴り訪室すると、気管カニューレを自己抜管していた。医師に報告し、Ｏ２ ５Ｌマスクで経
過観察するよう指示があり、その処置にて、その後患者さんの容体に異常は認めなかった。
肺炎にて入院、抗生剤の点滴を受けていたが、発熱が続く為、アレルギー性を疑い、プレドニンが 前日に開始されたロキソブロフェン、サイトテックが服用できていた為、自己管理が可能と判断さ ガスター・プレドニンとも誤って服用すれば重大な副作用のある薬であり、看護師管理で開始する
開始になった。自己管理のため、夕食後に服用の確認をするため訪室すると、同時に開始された れ、薬袋のまま患者に渡されていた。１-次々と薬が開始され混乱しやすい。２-CRP9.0、38度台 べきであった。
12334
ガスターD（10）４錠分２のところ、プレドニン（10）10錠分２と間違って5錠服用していた。プレドニン の発熱が続き倦怠感がある。３-酸素飽和度が低いため酸素吸入していることから、判断力・理解
は服用しておらず、ガスターがプレドニンと一緒にプレドニンの薬袋に入っていた。
力の低下が予測できた。
肺炎にて入院された患者様で、痴呆ランク？ａの状態。絶食中２４時間ＤＩＶだが、自己抜去してし 点滴自己抜去という行動もあったのに、痴呆があることに危険予知に欠けていた。
痴呆症状がある絶食患者と食事摂食患者の同室は避けるようにしたい。
まうため 入れ抜きにしていた。４人部屋で他３人は朝食は済んでいた。同室者よりナースコール
12335
があり訪室すると ベットより落ちて右膝に切創があった。ごはんを食べるため食堂へ行こうとした
ために転落した。
12322

474

具体的内容
背景・要因
改善策
肺炎のため経鼻挿管し、右上肢抑制していた患者。自己抜去の可能性があるため、翌日４時看護 抑制帯が少しでも破れているのに気付いた時点で、事故を常に予測し、交換するべきであった。ま 器具や道具の不備は事故につながることを、皆で共有するために話し合う。抑制帯に不備があれ
師訪室、４時４５分看護師訪室、いずれも右上肢は抑制されたままであったが、抑制帯が少し破れ だ大丈夫であるという思い込みをしてしまった。
ば早めに修理する必要があるため、再点検をすること。
かけていることに気付くが、まだ患者に破る力はないものと思い込んでいたため、そのままにした。
12336
５時４０分、ＳＰＯ２が８８％まで低下、患者の声が聞こえ訪室すると、右上肢抑制帯ははずれ、自
己抜管していた。すぐに当直医をコールし、状態報告。酸素５リットル、リザーバーマスクでＳＰＯ２
が１００％あり、レベル低下も見られず、医師から様子観察の指示が出た。
肺炎のため床上安静で痰のからみが多い患者。看護師Ａは頻回に吸引を行っていた。経管栄養 患者は痴呆症はないが、譫妄状態であったため、胃管の必要性を理解しきれず、胃管挿入による 看護師と医師は、患者が胃管を抜去する事を予測して、本人と家族に説明して積極的な予防対策
のため胃管を挿入した２日後の事故で、患者は胃管挿入による違和感を訴えていた。看護師Ａが 違和感を我慢できなかった。患者は日頃から酸素吸入をはずすことが頻回であり、胃管を自己抜 を取る。看護師は、患者に対して、胃管挿入の目的と必要性を繰り返し説明する。看護師は、胃管
経管栄養中の患者を訪室時、患者に挿入されていた胃管がベッド上にあるのを発見した。
去することが十分予測されたにも拘らず、医師と看護師が取った対策が不十分だった。看護師は の固定方法を工夫する。看護師は抑制時は、何を目的として抑制するのかを考え、紐の長さを調
12337
患者の両上肢を抑制したが、手が鼻に届く程度のゆるさがあり、有効な抑制ではなかった。食事 節する。
の時間帯であり、また当直帯であるため、職員の人数が少なく看護スタッフ全員が多忙だった。
12338
12339

12340

12341

12342

12343

12344
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12349

12350

12351

12352

12353

12354
12355

12356

12357

肺炎の患者で経鼻で酸素投与 末梢点滴を行ない入院の迎えを待っていた その間に経鼻酸素
カニューレをはずし点滴も抜去していた
肺炎発症のため去痰剤必要と考えムコサールを処方したが、以前から処方していたため二重処
方となった
肺癌、胸水貯留のため胸腔ドレーン挿入の患者。消灯後よりオムツを脱いで放尿したりする行動
が見られていた為、巡視以外でも訪室しチューブ類の確認も行っていた。4時の巡視時胸腔ドレー
ンチューブのY字の部分が折れ曲がっており、横シーツまで排液で汚染されていた。主治医来棟
中だったため、主治医にてすぐに三方活栓分部よりチューブ交換される。閉塞など見られず持続
吸引再開始となる。
肺癌、脳転移の患者さん。大腿部に貼用したデュロテップパッチがないことに気付き、患者さんに
尋ねるも,わからないと。周囲を探し、ゴミ箱から発見する。新しいものを背部の手の届かないとこ
ろに貼用した。
肺癌。糖尿病でヘモグロビンＡ１ｃが10.0。24時間尿蓄尿にて尿中Ｃペプチド、蛋白。糖定量の検
査のオーダーがでている。初めて行う検査であった為、インスリンの分泌量と糖尿病腎症の評価
をすると理解。ＳＲＬの伝票とスピッツ１本が用意されている。準夜からの申し送り時に、尿量の記
入欄と一部の尿のみを採取することを確認する。伝票が２枚あるにも関わらず１本のスピッツしか
採取せず、検査に提出する。そのため、蛋白定量、糖定量の検査が行えず再度蓄尿を行ってもら
うこととなった。
肺癌ＯＰ後6日目、胸くう内に気胸バッグ挿入中であった。排尿の為ベッドサイドに立った時気胸
バッグのチューブの接続がはずれてしまった。すぐ医師へ連絡し、再度接続する。患者様に変化
はなかったが胸写を撮影し、異常ないことを確認した。
肺癌で肺切除後、硬膜外チューブを留置し、持続的に使用。胸腔ドレーン抜去に伴い硬膜外ブ
ロックは不要と考えチューブを抜去した際にチューブの先端数ｃｍが切断し体内に遺残したもの。
挿入部を切開しチューブを探したが見つからなかった。硬膜外チューブを固定する糸を切断した際
にチューブ先端も切断した可能性がある。患者には状況及び予後には影響しないことを説明し
た。
肺機能検査、技師の技術が未熟だったため、時間がかかり患者に苦痛を与えた。技術の未熟に
気がつかなかった。（器械の不備？）
肺機能検査で、順番を遅らせてしまった。産婦人科の看護師よりクレーム
肺機能検査終了后（通常は開けたままにしてあるのを）右手で閉め、同時に扉のたて付けてある
側に左手指をはさんでしまった。
肺梗塞のためヘパリンの投与が開始となった。開始当日は点滴の残量が少ないため２０００単位
の投与量であったが、それ以降は各ボトル内に５０００単位ずつ投与の指示であったが、２０００単
位のまま行ってしまった。
肺塞栓Ｓ／Ｏの患者様で循環器内科に本日受診予定であった。受診前に採血オーダーを医師が
入力する為日勤リーダーが「採血オーダー入力がされたが確認して」と夜勤スタッフに申し送りさ
れた。その後入力の有無を確認した。そして検査科に採血依頼を頼んだ。しかし、自分が頼む前
にすでに医師が採血しており検体はおりていた。検体がおりていた事の送りを夜勤スタッフから受
けていなかった。看護師同士の送りが足りず、患者様に苦痛を与え、検査科の人にも仕事を増や
してしまった。
肺切後の軽いせん妄のある患者様。ルート類を気にせず動くことがあるため、観察強化していた。
20時ごろベッドサイドに立っている姿を発見する。寝衣が汚れている為胸腔ドレーンを確認する
と、接続部から外れていた。喘鳴強くなり呼吸状態の悪化が見られた。ルートの接続部を再度固
定用テープにて固定しなおした。その後喘鳴も軽減した。主治医へ報告、様子観察とのこと。
肺切除術に使ったエンドユニバーサルの本体が不良であった。本体にカートリッジを接続時に困
難であった。接続後作動確認をした時は作動良好であったが１回使用したところでカートリッジを
交換時にグリップが動かなくなった。
肺切除術目的で入院された患者様に外来で事前にもらった。クリニカルパスを用いて説明をした。
本来は肺切除術のクリニカルパスがブラ切除のクリニカルパスで説明してしまった。

家人より痴呆があるが静かにしている方だと情報をもらっていたが 安易に考えすぎて観察不足
であり ルート確保の場所 方法について考慮していなかった
従来処方での薬剤の確認忘れ

家人から痴呆の情報を得た場合はルート確保の部位やルートの固定に十分配慮する
追加処方の場合、現処方を必ず確認する

痴呆あり異常言動などが見られていた。観察不足。

看護師の目の届く所に移床し観察を密にする。家族に説明し付添いを依頼し協力を得る。

患者さんの理解力に問題あり

手の届かないところに貼用する

検査についての確認ができていなかった。

確認方法の改善をする。初めて行う検査、技術に関して部分的に確認するのではなく、全体を確
認していく

・気胸バッグのチューブが短すぎたこと ・患者様に動く時の指導が不足していたこと ・個室収容 ・チューブの長さを長くする ・気胸バッグについて患者・家族に十分指導する ・排尿時は必ず介
中であり、観察が不十分であった
助する
作業手順の問題

硬膜外チューブを固定する糸を切断する際に、チューブを切断しないよう周知する。

教育、技術の向上の問題点

・技術の向上 ・説明の徹底

連携と情報共有のあり方の問題点。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。
自分の不注意の問題であり、落ち着いて行動していない事に原因する。

連携不足
落ち着いて行動し、あわてる事のない様、心がけいる。

臨時指示をそのまま信じ込んでしまった．

臨時指示の場合後日変更になることが多いため、必ずカルテの５号紙とＨＩＳ両方で確認する．

確認不足

確認の徹底

せん妄があるのは分かっていたが巡視もあり頻回に訪室することができなかった。接続部が1箇 体動時にはナースコールをするよう説明する。夜間の状況を説明し、家族に付き添っていただくよ
所しか固定がなされていなかった。接続部の固定は医師が行っており、看護師が行っている固定 う働きかける。医師が接続を行っていても、看護師がその後訪室のたびに接続部の確認を行うよ
の手順と違う物であった。
うにする。
不良品であった。

メーカーに不良の原因を調査依頼した。

外来で患者様にクリニカルパスを渡された時点で間違ったクリニカルパスが渡されていた。説明を クリニカルパスの種類を再度確認し病名と照らし合わせ、違っていたらリーダー・メンバーに確認を
行った看護師がクリニカルパスについての知識が足りなかった。説明を行った時点で、クリニカル 取る。クリニカルパスについての知識を深める。確認作業を怠らない。
パスの確認を十分に行わなかった。
肺転移に対する手術適応の有無について○○外科にコンサルトが出ていた。前日の指示受けの 指示受け、内容確認、確認不足、思い込み、患者状態把握不足
コンサルテーションの目的、内容を理解して、コンサルト先と矛盾していないか確認する。指示を受
際、カーデックスに主治医が○○外科受診と指示出ししていたが、リーダーが○○内科受診と思
けたサインがあっても、各勤務で当日と次の日の指示は間違いないか確認する。主治医が気づい
い込み、○○内科受診と業務スケジュールに記入し患者様にも説明した。深夜、リーダー業務で
た時点で、看護師へ連絡があれば『エラー回復が』が可能であった。
のカルテ準備の際、コンサルト先を○○内科と思い込んでいた為カルテ、フィルム、診療通知書、
IDカード、コンサルテーションシートを準備した。主治医が患者様のベッドサイドに行なった際、患
者様に○○内科受診と書いてあるオリエンテーション用紙があることに気づき、○○外科であるこ
とを患者様には伝えた。しかし、間違っていることを看護師には伝えなかった。
配膳のため訪室すると、ベットから２メートル離れたところで四つんばいになっていた。異常なし。 患者状態把握
頻回な訪室。
配膳ミス
思いこみ
配膳前再確認
配膳をする際に確認が不十分であり、一人の患者の配膳を忘れてしまっていた。部屋番号を見て 配膳の際に廊下のネームと食事ケアシートをしっかりと確認しなかった。残った食事を破棄すると 配膳ときには患者様一人一人の廊下のネームと食事ケアシートを確認する。残った食事を破棄す
途中で忘れていることに気づくも他のチームの患者であり、後で確認しようと思っていたが、それも きに名前をしっかり確認しなかった。
るときには再度名前をしっかり確認する。
忘れてしまっていた。残った食事と名前を破棄したのも自分であったが、一つ一つしっかり食事を
確認をしなかったため食事が必要な患者様の食を破棄してしまった。食事が来ないことに家族が
気づき、栄養科に新しく食事を作ってもらうこととなってしまった。
配膳間違い
思いこみ
配膳再確認
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具体的内容
背景・要因
配膳間違い：新入院患者のためベッドネームがまだ入っていなかったため何々様ですかと他の患
業務手順・チェックの問題点。新規入院患者の氏名がすぐに確認できなかった。
12358
者の名前で確認した際、はいと答えられたためたの患者の食事を配膳した。
配膳後、昼食のガーリックソテーに髪の毛が混入しているのを患者さんが発見。調理時のキャッ 調理時の作業工程の不徹底
12359
プ、粘着ローラーが不徹底だった可能性あり
配膳後11時の血糖測定を忘れていたことに気付き、医師に報告し、食後に測定することになった。 他の患者の処置に追われており、処置が終わったのが配膳後だった。
12360
12361
12362
12363

12364

12365
12366
12367

12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377

12378

配膳後患者より茶碗蒸しが、半熟であると看護師に申し出があり交換する。
茶碗蒸しの出来上がりチェックの仕方を検討
配膳後洗面所前設置してあるトースター前に左側で横たわっていた
パンが落ちたのを拾おうとしてふらつきこけた
配膳時、Ａ様にＢ様の食事を配膳した。Ａ様が１口お粥を摂取された所で担当看護師が訪室し、間 確認不足
違って配膳されたことに気が付いた。Ａ様は禁食中であり、誤って配膳してしまったことをお詫びし
た。むせる症状などはみられなかった。
配膳時に患者さんが配膳を持っており、すぐに渡さないといけないと思い、ネームプレートの性名 あわてており、確認不足
だけみて渡した。同姓の患者がおられ、間違えて渡したことを、同職者が気づき、食事をする前に
交換することが出来た。
配膳時に患者より報告受ける。飛んでいる蚊が気になり左側から身を乗り出し叩こうとした。左足 体動困難時には知らせてもらえるよう、説明が不足していたため、無理な動作をしてしまった為
を付いたが、バランスを崩して転倒したと報告受ける。’一瞬の事だからあまり覚えていない’との
発言聞かれる。左膝を軽度打撲する。回診医に報告する
配膳時両手にお膳を持ち配膳していたが、間違えて渡す。
主食が米と粥の違い
配膳車に食事が見当たらず欠食だと思い、朝食を配らなかった。9時半頃食事が来ていないと患 思い込み 不注意
者から日勤勤務者に申し出があり、連絡を受け食事が出ていたのに配膳していないことが分かっ
た。 食事がすでに処分された後だったため、日勤勤務者が患者に謝罪し、患者が持っているもの
を食べてもらった。翌日日勤で出勤した際、患者に謝罪した。
配膳車を引いていた際、右側にゴミ収集車があったのに気をとられ、左側に寄り過ぎて風呂の前 狭い廊下で大きな配膳車とゴミ収集車がすれ違うのは、患者や物に対して危険が大きい。
の扉の取手に配膳車の前の角がひっかかり、取手が1つとれてしまった。
配膳車を出す時に職員さんの足の親指が車輪にはさまれ、骨折された
配膳中にワーファリン内服中の患者様に納豆がでていることを発見する。以前に納豆がでたか確
認すると初めてのことだった。納豆禁と食事入力されていなかった。患者様にワーファリンと禁忌
の食材との関係を説明し納豆を回収した。
配薬から自己管理となったが薬の数が多いため薬効と何時服用するのかを記し患者に渡した ベ
ネット錠の薬効は骨粗鬆症であるのに血圧の薬と勘違いして渡した
配薬したものを病室に持参し、与薬するが一部与薬を忘れた。
配薬の患者が自己管理が出来そうだと判断し、１日分をセットする自己管理方法に切り替えたとこ
ろ、朝の内服薬を夕に間違えて服用した。
配薬の患者様間違い
配薬の際同じ薬袋が２袋あるのに気がついた。前回残っていることに気付かず処方する。
配薬ミス
配薬をセットするときに他の患者の薬を一緒にホッチキスでとめて配ってしまった。服薬前にスタッ
フが気付いたので服薬はしなかった。
配薬時（6：30頃）は、いつもと特に変わった状況ではなかった。遅出または薬係りが前日に配薬ト
レイに薬をセットする。深夜勤が確認⇒深夜勤が朝 配薬する。配薬車に配薬トレイを乗せ配薬。
配薬トレイは６段位あった。配薬の際、配薬車（配薬トレイ）は廊下に置いたまま薬だけ持って病室
に入って配った。配薬の際、患者名の確認だけで用法の確認はしなかった。その結果、朝食後に
内服する薬を配ったはずが、昼食後に内服する薬を配った。配薬された薬の数が少ないと患者が
指摘。服用はしていない。
配薬時、患者様Ａの薬がないことに気づいた。他の患者様の配薬を終了し、最後に残った薬を確
認すると、Ａ様のであった。

確認不足
入院時食事入力の時にワーファリンを内服しているかの注意不足と食事入力時の確認不足。

本人の患者把握の徹底と、スタッフ間の協力を充分にする。
きちんと出来上がっているか一つ一つ確認し盛り付け時にも確認する。
歩行時果必ず杖を使用してもらうよう再度指導
ベッド枕元の禁食札、食事伝票、患者様氏名などをしっかり確認する。
配膳前に同姓者をチェックしておく。
体動困難時には必ずブザーで知らせてもらうよう説明する
配膳時、名札を確認。
配膳時は、配膳車の中に食事が残っていないか反対側の隅のほうも確認する。欠食かどうかは
配膳表で確認する。
配膳車を引く際、余りスピードを出さず、前と後の人のバランスをとりながら、物があって狭い所角
は特にゆっくりと進めば防げたのではないか。配膳車運搬とゴミ収集車の時間が重ならないように
したらどうか。
配膳車を一旦とめてから、受け渡しを行うようにする
入院時にワーファリンを内服しているかをその日の担当者と師長とで確認する。その後、納豆禁を
入力する。

思い込み

何の薬か思い込まず、もう一度必ず調べる

確認の不備、注意力散漫
・自己管理基準が看護師の個々の判断にまかされている ・内服薬の自己管理方法の間違い

確認作業の徹底、一患者ごとの配薬の厳守
自己管理に切り替える基準の統一

思いこみによる単純なミス
患者の与薬状況把握
調剤時ミス
いつもはセットしてから再確認するのに、時間に余裕がなく再確認を怠ってしまった。人員不足が
背景にある
１．配薬業務における確認不足。 ２．月曜の朝で、採血等業務が煩雑であった。 ３．一つのトレイ
には、複数患者の薬がセットされており間違いやすい。

再確認
重複していないか患者の内服薬の確認をする。
再確認
配薬準備をする場合はナースコールに対応する人員が詰所内にいる時間帯に準備するようにす
る。
１．配薬の際、配薬車は病室の中（ベッドサイド）まで持って入る。 ２．配薬トレイから取り出すと
き、患者様に渡す時、患者名・用法を声に出して確認する。 ３．確認は患者様と共に行う。いず
れ、自己管理できる患者さまには自己管理の方向で検討する必要があると考えられる。 ４．持込
薬（特に他院）の取り扱い方を統一をする。 ５．配薬トレイのしきりが壊れたもの等があるので改善
し、見やすくする。 ６．配薬時間帯以外のものにはカバーする。

Ｂ様のケースに入っていた。Ｂ様のケースは、Ａ様のケースの隣にある。Ｂ様は現在、薬を自己管
理しているため、常にケースは空いている。そのため、誤って薬を配置しても気づかなかった。ま
た、薬が逆さに入っていたため、氏名が見づらかった。配薬前の確認が不十分であった。
12380 配薬車に夕食後与薬のタケプロンを朝食後薬に準備してあるのを深夜Ｎｓが発見した。
薬準備段階で朝後薬と思い込んで整理した。
配薬準備を行ったが、Ａ科の処方箋がケースの裏に入っているのを見落とし、準備を落とした。気 配薬車の個々のケースの上に処方箋を挟む透明ケースを準備している。副科は裏に挟んである
12381 づいた別の看護師によって服薬はできた。
ので、裏も確認する手順になっている。準備した者と患者に薬を渡す者が別の看護師であり、気
づいた。
12382 配薬中の患者で一日分ずつ配薬しているのに昼分を重複配薬した
１．配薬車の引き出しい一日配薬の印がついてなかった。 ２．思い違いと曜日の見間違い
配薬箱に入っていた薬を昼に夜の分のアリナミンＦ錠も飲んでしまっていた。
一日配薬であったため薬箱が患者さんの前に置いてあった。普段は自己にて薬の封を切って飲
12383
むことはないので安全だと思っていた。
配薬箱に明日の朝薬をセットする際、同じ薬が２重に入っていたため確認した。他病棟から移動し 毎日申し送りはしていた。薬の保管も調整分と分けられていた。金曜日に一週間分、分けている
12384
てきたので調整分があり、それと定期薬を２重に分配していた。
がその際の確認が不十分であった。
配薬箱に夕薬をセットしていた際、朝薬が入っているのを発見する。内服薬の内容は夕薬と同じで
朝、夕薬を服用させたと思われる。確認が不十分であった。
12385
あった。
12386 配薬箱回収時 夕食後が残っていることに気付く
・夕食後薬は空袋だと思い込み ・見ていなかった
12387 配薬忘れ
思いこみ
買い物に付き添う予定であった患者様の姿が病棟のどこにも見当たらなかった。他患者様による この患者様は、今までに、何の連絡もなく、職員なしで買い物に行くことはなかったので、油断して
12388 と、他の人と一緒に買い物に行った様子だったとのこと。行く予定であったコンビニに行くと、その いた。
患者様が店内にいた。病状から付き添いが必要な患者様であった。
白血球が減少したため、昼食後より内服薬変更の指示が出た。薬があがってくるまで時間がかか ・確認不足 ・声をかけるだけで、みんなに伝わるようにしていなかった。 ・処方箋を医師にオー
り、あがってきたらセットしようと思いながら、指示受けなど日常業務を行っていた。１７時頃他チー ダーしてもらう際に朝、夕とおおまかな時間ではなく１２時２２時と時間を入力していなかったことが
ムの看護師が薬のセットや片づけなど始めたため、患者A様の内服薬は自分がセットするので薬 要因
があがってきたら教えてもらうように一人の看護師に伝えた。 しかし別の看護師が確認せずに
12389
セットをしてしまった為本来の内服時間よりも早く内服してしまうことになった。（22時に内服予定
だったが１９時に内服してしまった。処方箋には朝、夕という指示になっていたため準夜の看護師
も気づかず飲ませてしまっていた。しかし今まで抗ウィルス薬なので１２時２２時と決まった時間に
内服してた。）
白身魚や魚介類のアレルギーがある患者に、誤ってはんぺんを提供してしまった。患者が一口食 はんぺんには白身魚のすり身が入っていることを、栄養課が気づかなかったことが原因である
12390
べたところで気づき、直ぐに口からだしたが、発赤、発疹があった。
が、看護師も食箋の禁止項目の確認を怠って患者に提供したことも原因である。
白湯300ｍｌ朝・夕と経管注入していた。夕より白湯が中止となっていたが、気づかず夕に白湯を 休日で指示が変更になっていると思っていなかった。準備を申し送り前に行なった。申し送りで中
12391 100ｍｌ位注入してしまい家族に言われ気づく。
止と聞かずフローシートは黒字でカギカッコしてあり、中止に気づかなかった。確認不足で注入し
てしまった。
12392 白湯の中に異物混入。配膳時に発見できず、病室まであげてしまった。
提供食の確認不足。
12379

改善策
他の問題点も含め、入院時にリストバンドに自著で氏名を書いていただき、これでチェックすること
とした。
マニュアルに遵守を再指導した

476

マニュアル通りの作業を行うよう徹底する。
処方箋と薬物と比較しながら整理する。声だし確認をする。
手順通り行う。
配薬車の引き出しに一日配薬と印をつける。
一日配薬から各薬に統一した。
セットミスを職員に報告し、情報共有して今後のミスを防ぐ。
ダブルチェックの徹底が必要である。
１回づつの配薬に変更する
再度確認
連れ添った患者様とともに外出時の注意点を説明した。前もって買い物に行くことを知らせず、行
く際に声かけすることを検討する。
・処方箋を医師にオーダーしてもらう際に朝、夕とおおまかな時間ではなく１２時２２時と時間を入
力してもらうことを徹底する。 ・薬に関することは、他チーム（とくにERなど病棟に関 わる時間が
短い人）の看護師は必ずリーダーに確認してもらうことを徹底する。

栄養課は食材の管理を十分に行う。また看護師も患者と一緒に食事の内容を確認してから提供
する。
カルテを確認する。フローシート項目のところを青字で記載する。
使用しているカップの洗浄の徹底。白湯を入れる時、目視による確認の徹底。

具体的内容
背景・要因
改善策
白湯を腸ろうから注入するところを胃ろうから注入してしまった
確認不足
チューブに色をつけて区別する
白内障の手術後ベッドより転落し、肩関節の脱臼骨折（徒手整復・ベルポー固定）、眼球破裂のた 高齢であり入院に伴う環境変化、手術後でガーゼ眼帯使用で視界の制限があった。看護師は、短 ベッドの高さ、部屋の位置の選択。高齢者の行動制限に対し観察の強化。排泄誘導、転棟・転落
12394 め眼内レンズ除去となった。
期入院、局麻、歩行できていたということで危険の認識が低下していた。転棟・転落アセスメントス アセスメントスコア－シートが活用する。
コア－シートが活用できなかった。
白内障の術後、安静が介助となり15時過ぎに食事を摂取した。食後、患者に服薬を確認すると、 当日に同手術の患者８名を担当し、時間に追われ患者情報が十分把握できていなかった。焦って ・自己管理の患者の服薬確認方法の統一 ・手術当日の患者の薬剤管理について検討 ・業務の
12395 一種類の食前薬があったが飲み忘れたといわれた。内服薬は自己管理していたが、看護師は、 いた。1年目看護師が担当し、手術患者を担当するのは3回目だった
フォロー体制
糖尿病治療薬は朝だけに服用すると思っていた。
白内障手術の為、検査を行いデータをカルテに張った。手術当日、看護師が術前訪問の際、右目 確認不足。
指示伝票確認の仕方
手術の予定であったが、手術時指示伝票には左目用のレンズ度数が記載されていることに気づ
12396
いた。検査データの張り方が左右逆になっていた。（医師との間で検査データの張り方に約束事が
あった。）
白内障術後、安静時、患者様が勝手に歩行してしまった。
トイレに行こうとした。患者は統合失調病。
理解困難な場合付き添い、家族の理解、頻回見回り。抑制、術後に家族への話等。理解しやすく
12397
働きかけることも必要ですが。
薄暗いところで点滴交換を行い、針刺入部でなく袋の部分に刺した。薬液が漏れてしまった。
照明不十分のため刺入部の確認が出来なかった。
点滴交換の時は、アルコール綿で3回消毒することで刺入部の確認が出来、暗がりでなく側灯を
12398
つけ明るくして行うよう指導した。
発汗多量のため看護師2名で更衣介助のため側臥位としたところ，健側の右手がフリーとなってお 起こりえる行動なので予測が甘い
細心の注意を払ってケアを行うよう指導した
12399 り、ＰＥＧを自己抜去してしまった。抑制中だったが、更衣介助のためはずした一瞬のインシデント
である
発見した時既にベッドから転落していた．
観察不十分であった
・車椅子に移りたいときは呼んでもらい介助に入る ・車椅子に移ってもらい目の届く場所にいても
12400
らう
発見後、意識の確認、バイタルチェックを行った。CVラインが突っ張っていたため、刺入部の確認 不穏状態になった。
「うーご君」の着用
12401 も行った。幸い、CVラインは抜けておらず、また、どこも打った様子はなかった。そのため、９時頃
まで様子観察し、医師に報告した。
発見後すぐに上席者に報告。当直科長に報告し、薬品請求伝票に記入して受けなおし、再度点滴 抗生剤２本目の点滴であったが、ラインも交換したため(１本目がタゴシット）、その際に、確認を
前回同じことをしてしまった際の教訓を得て、接続部位を布団の外に出しておいたにも関わらず、
12402
施行した。患者の家族にその旨を説明し、納得して頂いた上で再度点滴をした。
怠った。
気付くのが遅くなってしまった。
発見者：24日２０時頃、25日手術で使用予定の心筋保護液が室内に常温で置いてあることを麻酔 発見者：放置した要因については不明。保冷庫にしまわなかったことについては、心外の手術の 発見者：手術等について知識不足を補うよう学習する。当事者：薬液が劣化することにより、患者
科医師が発見した。その数分前に薬液を見たが保冷庫にしまわなかった。放置した人が誰かは現 経験が浅く知識に乏しくそのままにしてしまった。当事者：保冷庫にしまわないといけないことは
様に影響を及ぼす事を十分認識し、意識する。
時点では不明。麻酔科医師から主治医に報告した。当事者：自宅におり、連絡を受けた。薬液を 知っており、そのつもりでワゴンに乗せ運んでいたが、他の事に気を取られていたのか、薬液の事
12403 保冷庫へ入れる為、ワゴンに他の冷所保存の薬液と共に運んでいた。他の薬液は冷所に保存し を忘れてしまっていた。
ていたが、心筋保護液は別の場所の冷所に保存しておく為ワゴンに乗せ、使用する部屋まで持っ
ていったつもりでいた。そして冷所にしまったつもりでいた。しかし、しまわれておらず、常温で放置
されていた。
発見者がトイレの前を通りかかった再、患者さんがドアを開け発見者に助けを求めた。患者さんは 高次機能障害のある患者さんで、患者の理解力が乏しい状況。
抑制の紐が一人ではずれないような固定方法の統一
壁にもたれかかり床に座っていた。患者さんは、車椅子駆動は自立していたが，移動は見守りで
12404
あった。危険行動がみられたため、車椅子に助者時は、抑制帯をつけていたが、トイレに一人で入
り、紐をはずし、便座に移ろうとして転倒したと思われる。打撲，外傷はなかった。
発見日昼、内服確認していたところ前日夕分のアダラートL（２０mg）を投与していない事を発見
その都度与薬の患者であったがカート内にある内服を見落としたのではないか。再度すべて与薬 配薬後カート内に配薬忘れがないかを確認する必要がある。
12405
されていたかどうかの確認をしたのかは不明である。
発疹がでたため抗生剤を中止し内服薬を処方すると言ったのに、患者様には渡っていなかった。 翌朝主治医に報告して、処方入力と患者様へ説明をしてもらう。
指示を拾った看護師は必ず薬剤師と連絡を取り、処方の施行確認をすること。
12406 カルテに 処方の記入あるも入力されておらず、夜間のため救急室の処方２回分をもらい内服し
てもらう。
発熱・嘔吐・悪寒戦慄精査加療目的にて入院中の患者様。ガスモチンをレビンより注入中であっ 袋に書いてある与薬時期を見落としていた。確認した気になっていた。
内服時期を口に出して配薬を分別する。
た。28日、受け持ちNsであった私は、昼の注入前配薬カゴを確認した。袋をみて昼分内服はない
12407 と思った。その次の日、私は準夜で夕分の内服を分別しているときに29日でなくなるはずのガスモ
チン昼分が2包残っていることに気付いた。昨日を振り返ってみて昼に注入をしていなかったことに
気が付いた。
発熱３８．９℃「体温何度以上で使用可の記載がない。」インダシン・・・」と声かけられ一緒に指示 発熱時の指示が３８．５℃以上インダシンという思い込みで、きちんと指示書を確認していない。 報告の仕方を指導と教育 発熱時クーリングという指示なのですが、３８．９℃と高いのですが・・・
書を確認する。クーリングのみにチェックがされていたが、「インダシン」と言われたことで、「インダ
とあれば勘違いしない。指示がないものを施行するのは違法であり、インダシンによる副作用の危
12408
シン使用可になっていると思い込んだ。」患者には大きなの変化なし。主治医にインダシンを使用
険性を理解させる。
したことを報告し、今後インダシン使用可になった。
発熱があり解熱剤を使用した患者が解熱し始めたときに電話をかけに行きたいと思い歩き始めた 発熱した後、本人の身体的苦痛の自覚がなかったことにより歩行へと及んでしまったことと、自覚 患者に対し、発熱など生じた後は安静を守れるものと過信するのではなく、きちんと声を掛けるべ
12409 ところ転倒。左上腕打撲はあったが外観上特に異常はなし。バイタルサインも問題なかった。医師 がなくてもしばらくは無理をしないよう伝えるのが不十分であったと思われる。
きであった。今後はそのように実施していく。
への確認後は様子観察の指示となる。
発熱している患者さんをトイレへ誘導し､普段のようにその場を離れたが、戻ると転倒していた。
状況判断ミス
患者さんの変化を見逃すことがないよう学習していく。スタッフの連携をはかりひとりにならないよ
12410
うにする。
発熱でクーリング中であったが、自身でクーリングを直そうとしたところ、ラインに手がからまった。 様子観察、環境整備が不十分であった。
再挿入はせず、モニター管理後、大動脈内バルーンパンピング抜去となった。ラインの位置など、
12411
十分な環境整備を行なう。看視を怠らない。
発熱などもあり、見当識障害もあり会話も成立していなかった。医師の指示あり、23時よりNG
患者様がせん妄状態であった。患者様の状況把握ができていなかった。
NGチューブの固定を患者様の不快にならないように考える。医師と相談し、患者様の家族が不在
チューブから濃厚流動食をポンプにて開始した。そのときはうとうとしながら体動は少なく、時々独
のときの経管栄養の施行時間について考える。必要であれば身体拘束について家族から同意を
12412 語を話している状態であった。２３：３０せん妄に対する点滴を行った。０：３０入眠中。１:００物音あ
得て、実施する。
り訪室するとNGチューブを自己抜去されていた。呼吸状態も良好でありうとうとされていた。主治
医に報告し様子観察となった。
12413 発熱の患児にXーPの指示が出た。撮影されていたのが腹部であったため、医師に確認する。
胸部の入力間違いであった。
撮影時点では、確認していない。入力時注意する。
発熱の患者にソリタＴ３ー５００ｍｌ、生食２０ｍｌ＋メチロン１Ａの指示であったが、メチロンをメイロン
指示誤読。確認不足。
ダブルチェック時はカルテを見て確認する。指示は誤読のないような字で書く。
12414
と誤読してしまい、施行した。
発熱をした患者に抗生剤の点滴指示を受け施行したが、同室の隣の患者に施行してしまった。た 同室患者の点滴、注射を同じトレイに入れて施行していた。点滴袋に記入したある名前を確認し 確認時、（指示板、患者氏名、輸液ボトル）は声に出して確認することとした。一人の患者に一つの
またま居合わせた家族が点滴袋に記入してある名前の間違いに気付きスタッフに報告したが、点 なかった。
トレイによって準備することとした。
滴がすでに終了していた後であった。施行スタッフは、家族から指摘されたことで間違いに気付き
12415
単純な思い込みによる確認ミスであることがわかった。隣の患者も偶然にも同様の点滴指示で
あったため、結果的に大事には至らなかった。その時、スタッフからの十分な説明がなっかため、
後日苦情があった。
発熱患者３人が入院していた。看護師は、ロキソニン１錠、ピリナジン０．４ｇ、ピリナジン０．５ｇを 薬を持ち歩く時、薬に名前を記入すればよかった。思い込み、確認不足であった。
ワークシートに記入するよう指導した。
持っていた。患者にロキソニン１錠、ピリナジン１包を内服させた。その後、手元にピリナジン０．５ｇ
12416
が残っており、ピリナジン０．５ｇを内服させるべき患者に０．４ｇを内服したことに気付いた。リー
ダー・主治医に報告。患者異常なし、経過観察となった。
発熱患者への処方 エンボスを間違え別の患者に処方した 同日、誤処方を受けた患者にも同じ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 注意力が散漫、確認不足
ダブルチェック等検討
12417
処方が出て発覚したが、自己になりうる危険性が高い
12393
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12418
12419

12420

12421
12422
12423
12424
12425

具体的内容
発熱時にボルマゲン坐薬50mg挿入し実施入力のためカルテを立ち上げたところ、ボルマゲン
25mgに変更されていた。
発熱時の指示が入院時はアンヒバ座薬２００ｍｇで、翌日はアンヒバ座薬４００ｍｇに変更になって
いたが、看護師はそのことに気がつかず、２００ｍｇを使用した。解熱効果が得られず追加で処置
を行い解熱された。
発熱続き,昇圧剤、モニター監視、バルンカテーテル留置され,転倒リスクの高い患者さんである｡
ベット柵4点とし、排泄はポータブルトイレを設置していたが、本人、ナースコールを押さないで、
ポータブルトイレへ移ろうとして、ベット柵をはずし、そのまま床に倒れてしまった。前顎部,右下肢
に打撲あり,シップ貼用する。痛みの訴えはなし。
抜管後に右頬部に３mm程の表皮剥離を発見した。剥離周囲に直径１．５cm程の発赤あり。口唇
周囲のテープ貼用部にも発赤を認めた。

背景・要因
指示簿指示の変更が、マニュアルどおりにされずわかりづらい。

指示簿指示の変更マニュアルの周知徹底。

改善策

医師の指示の確認不足 他患者で多忙であり、確認作業を怠った

医師の指示を確認する

看護計画にはウーゴ君設置する事になっていたが設置しておらず、転倒事故防止対策が不十
分。環境整備も不十分。

環境整備、事故対策の実施を指導

挿管チューブ又はバイトブロックを固定していたテープが原因と考える

抜針した針先より、血液が落ちかけたので、穿刺部を押さえていた。アルコール綿の上で拭こうと
して、押さえていた手を刺してしまった。
抜針してくださいとの指示があったので当該看護師は急いで抜針したが、指示は別のｶｰﾃﾝの奥
で点滴されている患者さんだった。間違って抜針した患者さんはまだ輸液が残っていたので再度
施注した。
半夏瀉心湯２．５ｇ ３包のところを３ｇとオーダーした
半錠処方を1錠と入力し処方箋を発行。その後も誤入力の錠数で処方箋を作成。１１日受診後の
処方箋確認時に誤りに気付く。
搬送時に他の助産師に「呼ばれた」と問いかけ手術室に搬送した。手術室のスタッフより「まだ呼
び出していない」と言われ病棟に帰った。

不注意による。

１．テープを剥がす前に皮膚の周囲の発赤を確認して異常があれば剥がすときにゆっくり剥がす
などの口に配慮する ２．固定力が落ちないもので皮膚に刺激の弱いテープがないか、テープの
種類を検討していく
基本的な針の扱いを行う。

指示の不明瞭、看護師の確認不足、焦り

指示に関するルール作成と遵守、患者確認の徹底

オーダリングの問題
処方録の大きさ、文字の大きさ、確認手順に問題有りか？

通常あり得ない処方量にワーニングをかける
処方箋発行前確認を充分に行う。

当日は分娩や入院が多く、分娩係りの業務量が多かったため、手術室への搬送を急遽産科係り 主語、述語をはっきりと言う。問われた方も聞き返す。
が応援することになった。この前の手術が長引いていたのを知らなかった。確認するときに主語が
ないまま問いかけた。
汎血球減少症にて入院中の患者様。トイレへの移乗動作はポータブルトイレを使用している。同 87歳と高齢であり、貧血傾向にてふらつきがみられている。以前よりナースコールの説明はおこ 以前より、ナースコールの説明していたが自分勝手に移動してしまう為、時間毎に看護師が排尿
室の患者様よりナースコールがあり、訪室するとポータブルトイレからベッドに戻ろうした際に両下 なってたがナースコールを押さずに自分で移動してしまった為にふらついて転倒が発生したと考え を促がし移乗動作を介助していく必要がある。
12427
肢に力が入らず、転倒。どこも打った様子はなくスタッフセンターにいた主治医が来床す。外傷もな られる。また、3時頃に眠剤を内服していたことが転倒の要因になったと考える。
く、ベッドへと戻っていただいた。
泌尿器科でTUR-Pの手術を受ける患者に全身麻酔の導入を始めたところ、腰椎の麻酔と違うのと ・新人の教育の問題 ・情報の伝達と連携の問題
１．新人の教育：上席の医師から再度ルールについて説明した ２．情報の確認をし必ず患者に確
指摘された。麻酔の説明にいった医師が患者と調整した内容を実際に麻酔をする医師に伝えてい
認しながら処置を行うようにする
12428
なかった。記録にも書いていなかった。説明した医師は勤務して３ヶ月目であり院内のルールの理
解が出来ていなかった。すぐに腰椎麻酔に切り替えて手術が行われた
泌尿器科について問い合わせがあり、本日泌尿器科受診予定があったことに気が付いた。検尿 泌尿器科受診を受けたリーダーが検尿検査の伝票を切り忘れた。カーデックスの情報の見落と 泌尿器科受診を受けたリーダーが検尿検査の伝票をきり、検査伝票入れに入れておく。カーデッ
12429 検査などが実施されていなかったので、事情を話し、来週に延期となった。
し。前日のリーダーが他科受診なしとされており、他科受診はないと思い込んでいた。検尿等の検 クスを自分で確認する。
体採取がされていない。
泌尿器科の患者様の入院治療計画書4名分を両手に持ち説明に行った。封筒から取り出し説明 封筒の表に患者名を書いていなかった。
封筒に名前を記載する。複数持った場合は再度確認する。または、封筒に戻さず渡す。
12430 し、封筒に戻したとき、他の患者様から声をかけられ、他の患者様の入院治療計画書の封筒を渡
してしまった。
泌尿器科の前立腺針生検に使用するバイオプシーニードルのサイズの違うものが一緒に滅菌
サイズの違うものが一緒に滅菌パックに入っていた.サイズの違うものがあるということや見た目、 サイズの違うものがあるということや見た目、色が同じだったことを知っていれば医師と確認でき
12431 パックに入っていた.サイズの違うものがあるということや見た目、色が同じだった為気づかず、前 色が同じだったことを知らなかった.
た.
立腺を穿刺した後、医師に指摘され、一回多く穿刺することになってしまった。
泌尿器科より処方の変更があり整理した。この時、毎日服用する薬と、透析日に服用する薬とに 与薬方法を確認せず、なんとなくそうするものと思った。
必ず、処方箋・カルテ等を確認し照合しながら整理する。
12432
分けたため、血圧が上昇した。
泌尿器科外来に受診する予定であった。当該外来から２度電話を受けたが、受けた看護師が担 電話応対の方法が徹底されていなかった。
伝達方法検討する。遅れる場合は、必ず前もって連絡を入れる。
当看護師への伝達を怠ったもの。また、３度目の電話を担当看護師に伝えたが、諸事情により外
12433
来受診が遅れた。 連絡もなく受診に来なかったことについて泌尿器科の医師から厳重注意が
あった。
泌尿器科外来に受診する予定であった。 当該外来から２度電話を受けたが、受けた看護師が担 電話応対の方法が徹底されていなかった。
伝達方法検討する。 遅れる場合は、必ず前もって連絡を入れる。
当看護師への伝達を怠ったもの。 また、３度目の電話を担当看護師に伝えたが、諸事情により
12434
外来受診が遅れた。 連絡もなく受診に来なかったことについて泌尿器科の医師から厳重注意が
あった。
泌尿器科外来受診のため車椅子は嫌がられるため歩いていったが、泌尿器科外来の前でつまず 移動の距離が長かったが車椅子を使用しなかったこと。本人の後ろを看護師が歩いていたため転 本人の麻痺側に立ち移動する。
12435 き前方へ右肩から転倒される。右眉上に腫脹軽度あり。出血見られず。半介助で起立保持でき
倒時支えられなかった。
る。右眉上部腫れあり、病室に戻りクーリング施行する。
泌尿器科手術のベッドを準備する時ＴＵＬの手術にはペースメーカー用のベッドを準備しなければ 確認不足 知識不足 手順書の見落とし
手順書にマーカーを引き、見落としのないようにした。手術室前の予定表にもベッドの種類を入れ
12436 ならなかったがフリーベッドのまま準備してしまった。腰椎麻酔後に医師に指摘されベッドの入れ
るようにした。
替えを行った。
泌尿器科受診の指示がでたが、担当看護師には伝えたが、他科受診の際に記載することを忘れ ・受け持ち看護師に伝えたことで、指示受けが終わってしまっていた。 ・患者は、泌尿器科受診 ・決められた業務手順を守る ・リーダー業務の際、すべての手順が終了した時点でサインをす
12437 る。泌尿器科の医師より、受診していないと問い合わせがあるが、すでに患者は退院してしまって 後、退院であることを確認できていなかった。
る。
いた。抗菌剤の処方がでたため、後日郵送し、患者へ届けた。
皮下筋注の指示の薬剤を点滴静注した。１０分後、他のナースへの申送り時に、指示内容と違う 当該薬剤は点滴静注で施行していたので、今回も点滴静注で施行するものと思い込んでいた。 ・注射箋との確認時は声出し、施行方法も行う。 ・思い込みは危険なので注射箋との確認 ・施
12438 ことに気付いた。すぐにＤｒに報告し指示を仰いだ所、点滴静注でもよいとのことでそのまま続行し
行時、患者に氏名、生年月日を名乗ってもらう。 ・注射箋と薬液の確認、方法を確認し施行する。
た。
12439 皮下出血
観察、確認不足
移行時は必ず見守る。
12440 皮下出血
観察不足
体交時はベッド柵に枕を置く。身体を強く持たない。
12441 皮下出血
観察､確認不足
・ベッド柵の位置に注意する。ケアは二人で行う ・原則に従って体交する。
皮下注でケタラールを０．１で投与していたが、発赤しており、刺し換えようと思い機械を止めた。し 機械を止めた手ですぐに針を抜去し刺し換えればよかったが、体位も整えたい、食前薬も介助し 一つずつ行動確認が必要だったと思うし、一つずつ確実に終わらせてから次の処置へと移るべき
かしその前に患者様の体位を整えようと思い、整えたがすぐには心地いい体位にならずそのうち てしまわなければなどと焦ってしまい、機械を止めたこともすっかり忘れてしまった。
だったと反省する。また痛みの強い患者様だったので退室時には機械類のチェックが必要だった。
12442
に忘れてしまい、体位だけ整え休憩に入ってしまった。痛みがUPし訪室した所機械が作動してな
いことに気付いた。
皮下注指示のフェノバールをＩＶＨ側管から静注してしまった。すぐに気付き、吸引した。ほとんど延 注射器に名前の記載しかなかった。薬品名、用法を明確に記載すべき。
薬剤を詰めた注射器には、氏名だけでなく薬品名、用法を明確に記載する。
12443
長チューブ内にあったため、影響はなかった。
皮内針がキャップが外れたまま患者様の顔のそばに落ちていた。患者様のご家族により発見され 測定後の針をきちんと捨てたか確認すべきだったがしていなかった。
使用後の針はバットに入れる。測定後は針の数を確認して捨てる。
12444
た。前日夕方の血糖測定時の針だと思われる。
皮膚悪性腫瘍摘出術の術式リネンと皮膚皮下腫瘤摘出術の術式リネンとを入れかえて供給して ２つのリネンを同時に抱えて供給した。術名が類似していた。
必ず一つずつ確認して供給する。リネン手術名の記入を止めて、患者氏名、手術室ＮＯ、手術日、
12445
しまった。手術時に不足したリネンは単品パックから使用したために手術に支障はなかった。
開始時間を明示する。
12446 皮膚科の薬が２つの薬袋に入っていたのに、１つの薬袋の分しか セットしなかった。
配薬ボックスを空にしなかった。
配薬ボックスを必ず空にしてセットする。
12426
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具体的内容
背景・要因
改善策
皮膚科患者3日、手術。抗生剤注射行っていたが5日で終了。6日から内服に変更予定だったが与 3日指示にて6日からの主治医指示あり看護師受ける。申し送りもあった。5日、夕注射後抜針され ・指示受けした看護師、指示受けたが薬剤確認しなかった ・薬剤受けた看護師、オーダーの指示
薬されず8日からの内服開始となった。
た。深夜看護師内服薬確認なく与薬せず、２日経過しされてなかったこと他の看護師気付く。Ｄｒの 日でセットした ・与薬日の深夜看護師、申し送り聴いていたのに確認しなかった ・確認不足であ
12447
処方はあったが、開始日が13日になっておりそのまま次回開始薬の入れ物に入っていた
る、与薬日の深夜看護師が最終責任で確認が必要だった ・その日の日勤看護師も内服できてい
るか確認があればよかった
皮膚科疾患があり、常に掻痒感があった。昼間と夜間の睡眠が逆転し、夜間覚醒していることが 患者は、Ｓ状結腸穿孔の術後で、ｽﾄｰﾏ造設術・小腸ろう造設し、天疱そうによる皮膚トラブルから ・患者のストレスを軽減する関わり ・効果的な睡眠導入剤の検討 ・適切な安全帯・保護グローブ
あった。気分転換がはかれるような関わりに努めていたが、訪室すると保護していた安全帯を外 のストレスが要因であったと考える。以前にも、ｶﾃｰﾃﾙ抜去に至ったことがあった。患者の精神面 の使用
12448
し、ｶﾃｰﾃﾙを抜去していた。
での負担を軽減する関わりが十分でなかった。夜間の睡眠が得られる方法を医師と共に検討す
べきであった。
皮膚科受診の患者様が外来でお待ちでしたが、誤ってカルテを外科外来に届けた為、患者様は
業務、労働体制上の問題点
患者様とのコミュニケーションをよくとり、確認の言葉をかける。
12449
受診出来ずに帰宅された。受付窓口が混んでいて多くの方と応対していて多忙であった。
皮膚縫合時針付き糸で、縫合時、最後糸のみ帰ってきて、針が見当たらなかった。手術終了後、 確認不足
医師、看護師、確認をもう一度。
12450
覆布の間から見つかった。レントゲン等はとらなくてよかった。
非ホジキンリンパ腫にて全身化学療法、ラジエーションを実施中。血小板減少症状出現し、クリン 患者要因
更に徹底した転倒予防対策を必要であると指導した
ルームに隔離中である。ふらつき,脱力みられている。ＡＭ4時、物音で訪室するとベットサイドに転
12451
倒していた。｢スリッパが滑っただけ｣という。ＶＳは異常なし。前顎部に切創あり,皮下出血痕あり。
ＣＴ撮影するも異常はなかった
非常勤当直医が２歳幼児にオラスポア３００ｍｇ×３包×３日分を処方する際に、薬局のオラスポ ・薬剤保管容器表示の問題点（力価併記は判りにくい表示） ・薬剤師不在時の医師処方内容の 薬剤保管容器表示の力価表示の取りやめ
12452 ア包０．５ｇ、１００ｍｇ（力価） 薬袋より１日３包×２日で処方してしまった。薬剤師へ電話連絡し、 チェック体制
確認したところ過少投与であったことが判った。
非定型抗酸菌症の患者様の抗生剤ファーストシンの点滴注射が、右上肢に留置中のサーフロー 注射施行中、よく観察しなかった。注射が施行される前にサーフロー針と接続のチューブの接続 勤務開始時、留置されているサーフロー針の状態はよく観察しておく。点滴など注射施行中は、
針から、９時すぎから注射係りによって接続され、滴下されていた。10時すぎに訪室したスタッフか の状態を観察しておかなかった。
針、ルート、固定の状態や、患者様の状態をよく観察しておく。
ら液が注射している上肢の下の枕に流出していると告げられた。見るとほとんどの注射液が流出
12453
していた。点滴ボトルとチューブをはずしテープをはがして確認するとサーフロー針とチューブの接
続がゆるんでいた。はずした点滴ボトルには少量、液が残っていたが、捨ててしまった。主治医に
報告し、夕から指示どうりの注射を施行するよういわれた。
非定型的乳房切断術の術後患者。術後、腋窩部感染を合併したが創処置で軽快した。しかしその １．確認不足。２．閉創直前にガーゼカウントしているが、閉創後には確認していなかったことか
１．術中、創内にガーゼ等異物を入れたとき、あるいは除去したときには、必ず医師は直接看護師
後に肋骨部の痛みが出現した。レントゲン撮影で術創下にガーゼの鋼線が写っており、ガーゼの ら、ガーゼカウント方法の業務ルールとチェック方法に問題点があった。
に報告する。２．直接看護師は間接看護師に伝え、間接看護師はその都度、白板にその枚数を記
12454
遺残が判明した。異物除去術を実施した。
載して出納およびガーゼカウントを明確にする。３．ガーゼカウントは閉創直前および、閉創後にも
実施する。４．手術終了時には手術室でレントゲン撮影を行い、異物の遺残確認をする。
非透析日のみ内服するアムロジン４Ｔ/２×１（ＢＰ１４０以下中止）を透析日も内服すると思い込み 思い込み（カーデックス、カルテを見る時）
・カーデックスへの指示内容の転記はしないようにする ・指示を確認する時は心にゆとりを持って
指示を確認する段階でも見落とした。その結果、透析日の夕方に内服しなくてよいアムロジンを２Ｔ
ゆっくりじっくり見る ・普段あまりない指示や注意のいる部分は赤線などで目立つようにしておく
12455
内服させてしまった。発見時医師に報告、ＢＰも１７２ー８０ｍｍＨｇと高めの為特に問題なく経過観
察となった。
12456 微温湯200ｍｌ注入の指示を400ｍｌ注入．指示確認の段階で読み誤っていた
確認不足
思い込みでなく、指示票で確実に確認する
微生物検査の依頼入力で、依頼項目が一般細菌検査と抗酸菌検査があり、一般細菌検査の項 朝、病棟から出された微生物検査の依頼入力はまとめて入力するので、入力時のチェックが疎か 微生物検査の依頼書を院内検査と同様に再チェックするよう改善する。
12457 目（塗抹・培養・感受性）の入力がぬけていた。外注先の方が検体と依頼書の確認中に気付き事 になる。 また、院内の検査の依頼は伝票を再度チェックする事になっているが、微生物検査は依
例が発覚した。
頼を入力したら依頼書を確認する事はない。
微生物検査依頼の入力で検査材料の項目入力で糞便と入力しないといけないところを鼻腔で入 検体がｼｰﾄﾞｽﾜﾌﾞで出されていたので、思い込みによるものだと考える。外注業者の方が依頼書と 検体と伝票との再確認を徹底して行う
12458
力した。
検体との確認時に気が付き発覚した。
12459 微量検体処理時に分注操作を誤り測定不能になった。
当直業務終了間際で、用手法操作に集中できなかった。
採血管と子検体容器の確認の徹底
鼻の手術１日目の患者と３日目の患者のカルテを間違えて医師に渡したため、１日目の患者のタ 医師・看護師ともに本人確認しなかったこと。
カルテの氏名とリストバンドの確認の徹底
12460 ンポンを全抜去してしまった。抜去後、それに気付き、すぐにアズノールタンポンを挿入し止血し
た。
鼻腔からの経管栄養の患者さんがストマックチューブを自己抜去された。
健側の手の動きが充分に把握できていなかった。
注入中に抜去されることが身体的に影響が大きいと考えられる。どのようにして抜去を防ぐか様々
12461
な代替法を検討し、方法がなければ注入中の手の拘束を家族の了解のもと実施させていただく。
鼻腔栄養の患者様。訪室するとすでに嘔吐されていて、床や衣服が濡れていた。顔色不良。
12462
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不穏状態で、隔離を行なっている患者様であり、鼻腔栄養中は身体拘束を行なっていた。患者
様、発熱もしており体調が悪かったために嘔吐されたと考える。観察が不十分だったために、嘔吐
の発見が遅れた。
鼻腔栄養をしている途中で、側臥位をするため一時栄養を中止していた。再開時、Ｍａチューブの 忙しい時間であり、ゆっくりと確認しないままＭａ再開してしまった。その後も滴下速度はみていた
ＥＤ三活の方向を間違え、Ｐｔ側ではなく排液パック側に栄養が流れており、Ｐｔの胃内に５０ｍｌ程入 が、三活方向まで見ていなかった。
らなかった。約１時間後に申し送りをしたＮｓが気付き、発見に至る。
鼻腔栄養患者に他患者の容器を使用して注入した。内容物は本人の物であったが、５０ｃｃほど注 業務手順、チェックの仕組みの問題点
入後、患者家族が容器名の違いに気づき、担当医へ連絡。本人の容器に変え、注入を継続。
鼻腔栄養中であったが，訪室するとマーゲンチューブが抜去されていた。右手麻痺あり，左手のみ 抑制（ミトン装着）がＦ十分
ミトンを装着していたが脱いであった。残１５０ｍｌあり、再度挿入しなおし、左手のミトンをベット柵
に固定した。肺音クリアー、ＶＳ著変なし。
鼻出血による不安のため神経科受診され、ドグマチールカプセル（５０）３Ｔ／３×１内服していた。 眠前にマイスリーを内服したためそれによるアセスメントが不足していたこと。消灯時枕灯をつけ
また、夜間に向けて不安増強し、眠れないと訴えあり眠剤希望されたため消灯前にマイスリー１Ｔ たが事故発生時消えていたため、観察不十分であったこと。
内服する。枕灯つけ、３点柵にて休まれる。発生時間、病室より音がし他看護師が見に行くとベッ
ドとポータブルトイレの間に座っている。顔面蒼白見られ、自己にて立てないため介助する。意識
レベル低下はないも会話つじつま合わず。頭部外傷はなく本人に詳細問うも不明。血圧
118/62mmＨｇ，Sao2値99ー100％。Dｒ報告し、１、２時間はバイタル、意識状態に注意し問題なけ
れば様子見るよう指示受ける。23時血圧122/64mmHg,独語あり精神状態不安定であるもレベル
著変なし。４点柵し枕灯つけ、夜間聴取開始とする。
膝・腰椎撮影時、診療科の入力を忘れた。フィルム整理時に発見、記入した。
確認不足
膝３Ｒでパラメーターを軸位で入力してしまった。フィルム整理時に発見、修正し出力した。
条件入力時に確認を怠った。
膝の検査で、依頼票の検査部位のチェック欄が左膝となっていたため、撮影して左膝の影像を行 膝の検査で、依頼伝票の部位が左となっていたため、左の映像が行れるも伝票の臨床情報欄を
うも読影時反対の指示であることに気づいた。
読んだところ、内容は、右膝であった。
膝関節のレントゲンの際、膝に張られていた湿布1枚と円形で直径１ｃｍ大の絆創膏を数個取り除 絆創膏に針がついていることを知らなかった。
いていた。円形の絆創膏は２ｍｍ程度の「針付きの絆創膏」であったが気づかず、その針で左手
母指の腹に刺した。骨折の整復のため伝達麻酔等行なう必要があり、感染症を含む採血検査を
患者に実施する。 感染症はＨＢｓ・ＨＣＶ・ＴＰＲＨ共に（ー）であった。
膝関節症の患者（８９才）の起立練習中に患者が嘔吐したもの。食事直後の訓練が原因と思われ 訓練時間の問題
る。嘔吐後は特に異常なし。
膝関節内へのヒアルロン酸注射液の指示をキシロカイン注射液を渡した。
整形外科診察介助になれていなかった。
膝撮影において、パラメータを間違えて出力。訂正し再出力
確認不足
479

観察の必要性を改めて見直し、話し合う。
チューブの先端まで指を追って確認していく。忙しくても注意・確認を怠らずに行う。
患者名と容器名の確認を徹底する。
注入中は確実な抑制をするよう指導
眠剤を内服するときは以前の内服状況を確認し、その日の患者の状態と合わせて観察していく。
内服後の睡眠状況とトイレへ行く時間の間隔から次に行く時間の予測を立てる。眠剤使用時は足
元ふらつきやすいため、４点柵・枕灯のチェックを必ずする。患者に合った眠剤について医師と相
談する。

入力時の確認
照射録によりパラメーターの確認をする。
検査時に検査内容と検査部位の確認を、行うべきであった。
針付きの絆創膏があることを周知する。

高齢者については、食事直後の訓練を避ける。
慣れていない看護師は指示を復唱させる。
確認
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具体的内容
膝全抜糸後、翌日、再診するよう指示され、当日午後来院するが、内容を確認せず、整形外科外
来は午前中で終了したと説明すると、「明日来る」といって帰宅した。翌日、来院しなかったため、
自宅へ電話したところ、「創部は自己判断でかすり傷状態なので来院しなかった」と返答あり。
表皮剥離
病院ゴミ集積場所に髭剃り、剃刀などがまとめて捨ててあり各病棟に問合せたが判明しなかった
と看護助手が持参した。
病院のクリスマス会で発表に使用したみかんを見学者の方々に配った。すると、もらえなかった患
者様から不満が出た。終了後、他病棟からも注意を受けた。
病院送迎バスに乗っている職員から、患者様を発見したと報告を受ける。病院からかなり離れた
場所であった。外出簿には８：４５散歩と記入されていた。１０：３０にご本人が散歩から戻られた。
何事なく戻ったが職員は患者様の行き先を知らなかったため、万が一、患者様が事故にあっても
気づかないこともあり得た。
病室Ａの患者Ａさんを病室Ｂへ移室し、その後病室ＡにＢさんが子宮内膜掻爬術のため入院され
た。Ａさんにカマグ１ｇ内服指示があり、深夜勤者が日勤担当者に報告せずに、病室ＡをＡさんの
部屋と思い込み、薬を持参した。患者が不在だった為薬に朝、昼分と書き、薬を置いて退出した。
そこへＢさんが部屋に戻ってきて、薬を自分の分だと思い朝の分を内服した。病歴聴取に来た日
勤者がそのことに気付いた。もともとＢさんは便秘であり、また絶飲食の入院だが手術が午後から
ということで影響は無かった。
病室から「おーい」と声がしたので訪室すると、ポータブルトイレの横で転倒していた、異常なし。
病室からがたんという音がなり訪室すると、隣人のベッドサイドで尻もちをついて転倒している本人
を発見する。本人にどうしたのか聞くと、「歩行器をとろうとして転倒したとのこと。」歩行器は隣人
のベッドサイドにあった。バイタル、意識レベルともに著変なし。外傷なし。Ｄｒに報告し、経過観察
となる。
病室からガタンと言う音が聞こえてきたので訪床すると病室の入口で倒れていた。

背景・要因
医師に相談せず、説明してしまったこと。（早とちり）

改善策
医師の確認後に説明すること。

入浴時ストレッチャー移乗の際左腕が体の下になって表皮剥離
剃刀などは医療廃棄物になっているが認識されていないと思われる。

腕を体の上に乗せて運ぶ
医療安全、感染の意味でも確実に処分すべきとおもわれる。ゴミ処理方法について徹底をはか
る。
数少ないみかんを配ってしまった。嚥下や精神症状が不安定な患者様など、リスクのある患者様 不公平な配布をしないよう配慮する。
への配慮が足りなかった。また、使用数が完全に回収できたか把握していなかった。
外出についての管理が不十分だった。この患者様は日ごろから独歩で散歩に行かれることが多 患者様が戻られた時点で病院での外出許可の範囲について説明し、それより遠くに行く場合は、
く、コースを広げて散策している。外出許可が必要な範囲について十分に説明していなかった。
外出証が必要なことを伝える。
深夜明けで注意力不足。 患者に説明せず薬のみ置いてきた。 日勤の業務を報告せずに行っ
た。

患者本人に確認と説明をして薬を手渡す。担当でないときは担当者へきちんと報告をする。

患者状態把握
巡視の際に、本人は安眠されていたため油断していた。

夜間はナースコールそばにおくよう指導する。
病室の環境整備を行う。時間ごとの排尿誘導を実施する。頻回に訪室する。

観察不足。安全性を考えて抑制やベッド柵を立てるように説明しても拒否されなかなか実施できな 抑制やベッド柵を立てることを拒否されるために、家族の方の協力を依頼し精神的慰安を図って
かった。
いく。
病室からドンという音と叫び声が聞こえてきたため訪床すると患者様が床にうつ伏せになって倒れ
観察不足
精神障害もある患者様であったので、転倒・転落のリスクを考えて観察がしやすい病室に移動し
12483
ていた。鼻出血あるもすぐに止血した。ベッド柵が１ヶ所下がっていた。
た。
病室からナースコールがあり
訪室すると床にしりもちついていた
車椅子を設置してあるのとは反対のベッドサイドに降りようとした様子。テレビカードを入れようとし
ベッド周りを歩行する時は、無理をせずナースコールを押してもらうよう伝える。ベッド周りの環境
12484
たとの事。普段から移乗や移動は自立されている方だったのであまり注意できなかった
を整える。
病室から呼ぶ声が聞こえた。訪室するとベッドの柵をはずし床に横たわっていた。打撲・痛みはな 患者は右不全麻痺があり、2点柵にしていた。自分から動こうとはしなかったため、柵をはずすと ナースステーションの前の病室であり、見守りをする。ベッド柵を外れないように固定した。
12485
かった。
予測していなかった。
病室から誰か来てくれと大声が聞こえたので訪室すると患者が床に座り込んでいるのを発見す
いつも自分で尿意を訴えられ、介助で床上排泄を行っていた。今回は、自分でベッドサイドにたっ 2時間毎の訪室時、排尿希望確認する
12486
る。駆けつけると排尿を希望された。
て排泄しようと思った。認知機能の低下、健忘、下肢筋力に低下。
病室から物音あり訪室すると、Ｐｔがベッドと車椅子の間に横たわっていた。物を取ろとして、滑った 患者状態を把握してチーム連携をとって看護に当たっていたら、担当看護師が不在でも患者を守 患者の不穏と思われう行動の要因を探ることと、自分達の行動を振り返り、危険行動を引き起こ
とＰｔの言葉あり。ベッド柵がはずされていたところから、ベッドから降りて滑ったと考えられる。独歩 れた。
す要因の除去に努める事。また、その日その時の患者状況をお互い把握し連携を取り合いケアで
はなかったが、ベッドから降りる事は何度か見られたり、落ち着かない行動があり見守りをしてい
きるようチームリーダとしての役割を意識したい。当日は、患者が不穏行動となっていることを、受
た。当日のアクシデント発生時間帯に、受け持ち看護師が病棟不在となるため、スタッフに声をか
け持ちスタッフもリーダーも気づいていたが、患者がとる行動を予測できなかった。患者数が少な
けたが、スタッフの病棟訪問が遅れたこと、患者状況の把握が不足していたこと、リーダーとして病
い中で、患者の変化に基づいたケア看護ができていなかったと反省する。不穏行動には、何らか
棟管理、患者管理がかけていたことが事故を招いたと考える
の理由があるため、その原因を明らかにするような細やかな観察と、安全確保のためのスタッフ間
の連携が必要であった。不穏行動を気づいていても、危機感をどの程度感じていたか？責任感を
どう捉えているかにより、患者様への注意力が大きく変るものと思う。各々業務を抱えて、転倒防
12487
止を遂行していくには、病棟単位で考えなければならない。患者状態を把握してチーム連携をとっ
て看護に当たっていたら、担当看護師が不在でも患者を守れた。患者の不穏と思われう行動の要
因を探ることと、自分達の行動を振り返り、危険行動を引き起こす要因の除去に努める事。また、
その日その時の患者状況をお互い把握し連携を取り合いケアできるようチームリーダとしての役
割を意識したい。当日は、患者が不穏行動となっていることを、受け持ちスタッフもリーダーも気づ
いていたが、患者がとる行動を予測できなかった。患者数が少ない中で、患者の変化に基づいた
ケア看護ができていなかったと反省する。不穏行動には、何らかの理由があるため、その原因を
明らかにするような細やかな観察と、安全確保のためのスタッフ間の連携が必要であった。
12482

病室から物音がしたため訪室すると前かがみに倒れている所を発見。自己にてポータブルトイレ
に移動しようとした様子。
病室から物音がした為に訪床すると患者様がベッドから転落していた。足元のベッド柵が下がって
12489 おりそこから転落したもようであった。頭部を打ったといわれＣＴ検査を行うが異常はなかった。
12488

12490

12491
12492

12493

病室でオムツ交換している時、隣りのベッドで動く気配あり、見てみると点滴と反対側へ降りてい
た。へモラールにＩＶＨ挿入の患者、ＭＫのＯＰＥ後１１日目。点滴のルートはずれ逆血あり、すぐに
ヘパフラッシュ、接続し滴下ＯＫ。本人ＯＰＥ後であること、点滴、モニター、ドレーン、エピなど理解
できてない様子。
病室でドーンと音がしたため訪室すると患者様が床に倒れていた。ベッド上で向きを変えようとして
転落し、頭部を床に打ちつけたとの事。Bp124/84mmHg、頭部発赤(-)、腫脹(-)、頭痛・吐気・嘔
吐・ふらつきの訴えなく、意識はっきりとしている。医師・上司に報告。頭部クーリング施行し、再入
眠促し様子観察する。
病室でポータブル撮影したが誤って同姓の患者を撮影した。
病室で起床時のトランスをしていた。 →“看護婦さん。看護婦さん。”との声に振り返ると、すでに
洗面の順番を待っていた（声をかけた患者とは別の）患者が車椅子から前のめりの形で転倒して
いた。 →車椅子の左側のストッパーが外れていた。 →車椅子に乗車させ、看護師に報告。 →
左膝に表皮剥離・右まぶた上に腫脹・胸部に表皮剥離があった。 →BP 151/83, P 61。医師に報
告。
病室で車椅子にて昼食中に、自らベッドに戻ろうとしたところ車椅子から落ちた。

再三注意するが理解力乏しく何度もベットから降りていた。柵越えする事もあり４点柵にはしてい
なかった。
観察不足。ベッド柵を自分で下げた。入院前から軽い譫妄があったとのことであったが入院時に
は気付かなかった。

頻回な訪室と家族に協力を得る。

患者の理解不足。ケアレスミス。

不穏患者様であれば行動に充分気をつける。

巡視時、病室内消灯し、患者様は入眠中であったため扉を少し開け退室したが常夜灯を点灯す
べきであった。

夜間は常夜灯をつけるようにしているが患者様によっては消してしまうため、良く話し合う機会を持
つ。また、入眠状況を把握し、排泄に起きる時間をある程度把握するようにする。

業務手順の確認
車椅子乗車時、目を離す際にきちんと両方のストッパーを掛けなかった。

ＩＤ、氏名を確認するよう徹底する。
車椅子乗車時、目を離す際に、両方のストッパーが掛かっていることを確認する。この患者につい
ては（何度か転倒しているので）、今後、最後に起こして職員の目の届くところに居てもらうように
する。

高齢な患者様は譫妄状態になりやすいので入院時によくても注意して観察する。 家族の方に付
いていただいた。 ベッド上安静の患者様であったので自分でベッド柵が降ろせないようにした。

車椅子自体が嫌な患者であったが、リハビリ目的も兼ねて使用していたが、その時間が長く感じて 車椅子使用の場合15分ごとに観察していたが、今後は10分ごとに 特に気掛かりがある患者に対
いたのかもしれない。
しては頻回に訪室し様子を見るようにする。
病室で主治医が「今日の昼の分のプレドニンは３錠から２錠に減っていたでしょう」と患者に確認。 ２日の担当看護師は、本日昼より、プレドニンが３錠から２錠に減ることはカルテをみて知ってい 赤マジックで「昼３錠」と書いてあるのを横線で消し、 「昼２錠」と赤のマジックで薬袋に記入。 プレ
「昼は３錠飲んだ。」と患者が言ったため、主治医が看護師に確認し、昼のプレドニンは２錠である た。しかし、実際に与薬をしたのは、遅上がりの看護師であった。薬袋は朝分と昼分に分けられて ドンニンは昼２錠となるが、多かったり、少なかったり、おかしいと思うときはすぐ、申し出るように
ところを３錠与薬したことが判明した。
おり、各々の薬袋の上部に、赤マジックで大きく、朝５Ｔ、昼３Ｔと書いてあり、その３Ｔの字を見て、 話す。 患者は１７才の高校生であり、自己管理にする方法を検討する。 分薬は当日の担当看護
12495
与薬している。よく見てみると、薬袋のやや下方に（５、３、０）の「３」を訂正し、２日「２」と黒字で訂 師が行うように与薬業務について相談会で検討する。
正されていた。赤マジックで大きく、「昼３錠」と書いたままになっていたことと、薬袋全体に目が
いっていなかったことが誤薬の原因。
12496 病室で声がしたので訪室すると末梢点滴ラインを切断してベッドサイドにいた。
観察不足
頻回に訪床し観察する。必要時抑制も考える。家族に付き添っていただき精神的慰安を図る。
12494

480

具体的内容
背景・要因
病室で声がするために訪床すると患者様がベッドの下で寝ていた。
観察不足 ナースコールが手元になかった。
病室トイレから“ドン”という音が聞こえたのでドアを開けるとトイレの左側の尻餅をついている状態 ＮＳコールによる呼び出しをしてくれなかったこと。夕食下膳の多忙な時間帯であったこと
で転倒しているのを発見。「ズボンを下ろし、便座に座ろうとしたところで転んだ」とのこと。 左前額
12498
部の痛み訴えるが、それ以外はどこもぶつけていないと話す。前額部に２ｃｍ四方の内出血を認
めた。
病室トイレにて点滴棒の足に引っ掛けて転倒する。打撲痛なし。経過観察となる。
疼痛コントロール中にて痛みが落ち着きＡＤＬ状態がよくなってきてているが、本人の認識は、自
12499
分でできるという気持ちで、見守りが必要であった。
病室において、患者本人､及び娘との会話時に「娘さんも疲れているから、帰してあげたら。母親な 職域を越えて患者と接したため
12500 んだから考えてあげないとダメだよ」、また「昼夜が逆転しているから、夜寝ないとダメだよ」と話し
たところ、娘より「心が傷つけられた」との訴えがあった。
病室において上肢のＲＯＭ訓練を開始した際、痛みに反応したためか患者さんは下肢を動かし
点滴ラインがベットの縁に引っかかっていたため，少しのテンションで刺入部から抜けてしまった。
12501 た。足には毛布がかかっていたが、何かが切れるような音がして確認すると点滴刺入部から針が 点滴のルートを確認することを怠った
抜けて出血していた。
病室にて、３名の患者様の流動食を準備し、施行。そのときにＡ様の食膳薬の注入を忘れてしま 業務の手順による問題。
12502 い、その次の日の看護師が、前日の朝の服薬が残っていることに気付き発見されました。
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病室にて「ドスン」という音がしたため訪室するとベッド脇にてしりもちをついていた。左額より出血
あり。1.5cm裂傷負う。ガーゼ圧迫により止血。BP124/78mmHg．意識明瞭。当直医、夜勤責任課
長報告。診察あり。消毒、ゲンタシン軟膏塗布、ガーゼ保護指示あり。
病室にてベットから立ち上がり時に滑って転倒したとナースコールあり。床が濡れていたため滑っ
たとのこと。打撲痛あり。
病室にて検温時に、突然、担当看護師のポケットにあったハサミを取った。返してもらうように話を
したが、ハサミを体の後に隠し、拒否する。話をしている間に、一瞬のうちにドレーンとエピを切断
してしまった。その後、同僚の看護師とで腕をおさえてハサミをとり、患者をなだめ、当直医師から
話をするも興奮状態は続いた。他階の看護師及び当直事務員の協力を得て、セルシン、セレネー
スを筋注して、しばらくして落ちついた。本人の希望にて親戚の人に来てもらった。
病室にて車椅子乗車のまま“おやつ”の介助をした後、１５分くらいその場を離れた。（介護福祉
士） →面会者から“誰かが倒れている。”との報告を受け、訪室した。（介護福祉士と看護師） →
患者が、車椅子ごと前方に腹ばいで倒れていた。 →排便が多量にあり、気分不快の為自分で動
いたと思われる。 →ベッドに移動し、当直Drに報告。創傷処置・Vs測定。 →右頬部擦過傷・前頭
部腫脹・両膝打撲があった。 →家族に報告。 →３０分ほどそばに付き添い経過観察した。 →
患者・家族に謝罪した。 →患者から“かえって悪かったね。”と言われた。 →翌日のCT（頭部）に
て異常なし。
病室にて他科の医師が訪問の際ベッドサイドに座りこんでいる患者を発見した。当日他病棟より
転棟してきた患者で、前の病棟では手の届くところに便器があったがこの時はなく、ベッドの上に
便器を置いて欲しかったが言えず。自己にて移動できると思いベッド下に降りたが立てなかった。
腰部の骨転移があり、病状説明を受けているが内容を十分に理解できないような言動があってい
ることを看護師が把握できていなかった。
病室にて点滴を行う際に、患者様が寝てる向きを上下逆にしてやって欲しいとの希望で、自分で
ベッド上で移動していたところ、ベッドから転落。幸い怪我、障害等はなし。
病室に家族がいた為、離床センサーを外していた。家族が病室をできた隙に、移動しベットサイド
脇に座っている所を発見する。
病室に居ると患者様が転倒した所を発見した。患者様はカーテンを開けようとして転んだと言われ
た。
病室に設置してあるポータブルトイレの前で患者様がしりもちをついた状態で座っているのを発見
する。外傷、出血、疼痛の訴えなし。
病室に長坐位でいるのを発見する。トイレに行こうと移動したとのこと。右頬に発赤、腫脹あり。
クーリング施行する。その他特に打撲認めず。当直師長、当直医に報告、様子観察となる。
病室に訪室すると患者がベッドから降りており，IVHを引っ張っているところを発見．家人の付き添
いはなかった。Drへ報告し、レントゲンにてIVHのカテ先ずれておらず，そのまま点滴を続行して落
とした。
病室のごみ収集を行なっていると、病室のゴミ箱よりオリーブ油の入った瓶がティッシュペーパーく
るんで捨てておることに気づく。リーダー他スタッフに報告。
病室のトイレの前で座り込んでいるのを発見する。顔面打撲しているため頭部CTで確認し異常な
し。耳鼻科受診し、血腫にドレーン留置し軟膏処置して経過観察となる。
病室のブラインドを朝６時に患者が開け様と紐を引っ張っても開かず強く紐を引っぱるとブラインド
の上部が外れ患者は床に転倒した
病室のベッドの横を通った際に高柵ベッドの柵が開いているのを発見した。患者は臥床中で転落
などはなかった。

歩行不安定な患者様であり、普段から観察はしていたが、巡視のため観察が不十分になってし
まった。

要観察。
今後は看護師と連携の上、患者への説明に気をつける。
ルートの確認をして、ルートの緩みをもたせるようにするよう指導した
朝の内用薬は降圧剤といった大切な薬であることと認識し、必ず確認を怠らないようにしていきた
いと思います。 また今回患者様は自分で「薬を飲んでいない」と訴える事のできない患者様であ
ることも十分に反省し、今後の業務に気をつける。
事故防止のため、防御するケア用品の使用を検討したい。例：ヘッドギア(防御帽子）等

清掃直後であったが、床がすべるような感触はなく、患者さんがバランスを崩したことによるものと 環境調整に気を配るよう指導した。
判断する
・患者の状態を観察し、話して通じるかどうかの判断が重要。 ・ポケットの中に、ハサミなどが見 患者の状態を見て、不穏状態と判断したら、何としても取り上げる行動をする。ポケットにはハサミ
れる状態が問題。 ・昨夜より不穏な状態が見れる時の医師への報告と指示の問題。
などは、簡単に見れないようにする。患者が不穏な状態を感じたら、担当医師に報告して、早い段
階で打つ手を指示もらう。
車椅子乗車中に患者を放置してしまった。

車椅子乗車のまま、職員の目の届かない所に、患者を放置しない。

必要時ナースコールがあると思いこんでいた。安静度はギァッジアップ ３０度で自己ではベッド下 他の科でどのように生活していたか十分に情報収集する。他の科へのローテーション研修。
に降りれないと思っていた。

患者様はベッド柵があると思い移動していたようであるが、ベッド柵は折りたたまれており、一瞬目 各自が、いかなる場合・場面においても色んな状況を想定し、事前準備・監視を怠ることのないよ
を離した時に転落。患者様へのケア不足と事前の点検が確実になされていなかった。
う注意する。
家族が同室していたため、離床センサーを外した為、移動に気がつかなかった。
家族が同室したとしても、離床センサーは設定する必要がある。叉家族への退室時の説明も必
要。
観察不足
訪室を多くし観察する。 安静の時期はナースコールをするように説明した。
ラウンドの間に起こっているため、観察の間隔を短くし頻回に観察すべきであった。就前薬の減量 情報共有とともに特に夜間での頻回な巡視、観察を行う。
があった。
夜間排泄のため移動した。ナースコールを鳴らさず、１人で行動した。
夜間は柵を確実にして、必要時はとれないよう固定をする。夜間の排泄は１人でおこなわないよう
指導する。
家人付き添い無く，患者が覚醒していた為、病室に一人にせず、他の看護師に状態を説明し，
不穏患者が一人でいる場合，その患者の状態を把握し、他のスタッフと連携をとっていく
フォローしてもらうように連携を図るべきだった。
ナースが使用したまま病室に置き忘れてしまった可能性が高いが詳細は不明。

物品の取り扱いについて徹底するよう話し合う。

患者アセスメントはされていたが管理不足により転倒。

不眠状況を確認しながら、場合によりNSステーションで管理する。

朝はナースが部屋ごとにブラインドを開けるため、その前に患者が開けてくれた。

ブラインドはナースが 開けることを説明する ブラインドの整備不良

高柵ベッドのベッド柵は上下2箇所にロックがあり、扉のように開くようになっている。発見する前の 処置後は必ずベッド柵を閉め、ロックがかかっていることを確認してからベッドを離れる。
13：15ー14：00にオムツ交換をしているので、そのときに開けて閉め忘れたかロックを掛け忘れた
と思われる。患者は精神遅滞と運動機能障害があり、自分でベッド柵を開けることはない。
移乗時はナースコールをするように説明してはいたが不足だった。
患者様の行動を十分に観察する。ナースコールしてもらうよう繰り返し説明をする。

病室の前を通りかかったとき、車イスへの移乗時は一部介助を要する患者様が車イスとベッドの
間で車イスに背を向けて座っているのを発見。
病室の前を通りかかったところ、患者様が床頭台とベッドの間に寄りかかるように床に座り込んで 監視レベルの患者様が車イスからベッドに自力トランスファーをするときに、ベッド柵が動き、外れ
12519 いるのを発見した。
てバランスを崩したと同室者から情報があった。ベッド柵が動かないように紐などでくくっておくべ
きだった。
病室の前を通りかかったところ、車椅子に乗り損ねそのまま床に倒れているところを発見する。す 車椅子移乗介助にて行っている状況であり、まだ一人では車椅子移乗しないのでは、と思い込ん
12520 ぐに車椅子にのせ、疼痛の有無の確認、バイタル測定を行った。主治医に報告行い、様子見の指 でいた。
示もらう。
病室の前を通りかかった時、オーイ という声が聞こえて訪室すると、患者がベッドサイドに座り込 普段はどんな些細な事でもナースコールを押してくれる患者さんが、今日に限りちょっと降りてみ
12521
んでいた。
ようと思った、とコールを押さずに動いた事を反省している様子。
病室の前を通りかかると、患者がベッド柵を乗り越え床に座り込んでいた。患者はアンペック座薬 訪室を頻回にすべきだった。病室を可能であれば看護室に近い部屋に移室する。家族の協力を
使用中にて見当識障害があり転倒時にやや興奮気味に意味不明の言葉を発していた。患者は頚 得る。
12522
椎腫瘍（転移）があり転倒により生命の危機的状態に陥る恐れがあった。また右ソケイ部にＩＶＨ挿
入中であり抜去の恐れがあった。
病室の前を通り過ぎるとき、ベッドサイドに患者様がしゃがみこんでいた。本人頭側のベッド柵をは 患者様の状態の把握、療養上の観察不備
12523
ずし下方のベッド柵につかまり、下半身裸で排尿、便をしていた。
12518

改善策
必要時抑制を行う。ナースコールは必ず手元にあるか常に確認する。
同一患者で似たような事例が前回も発生しており、十分注意をしてはいたが事故が発生して知っ
た。Ｎｓコールで呼び出してくれるよう再度促し必ず見守りを行う位の対策しか立てられない。
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離床後、安全に戻れるような状態にベッドの周囲の整理をしてから移動を行うようにする。
車椅子へと離床を勧めていく時に、はじめは自己にて行わず、ナースコールを活用してもらうよう
に説明を行っていく。転倒の危険について説明を行っていく。
ナースコールは必ず押すように伝えた
看護室の前に部屋を移動した。患者家族へ転倒転落の危険性について説明。

深夜での最終排尿時間を聞き、排泄パターンを考えラウンドする。ベッド柵を縛る。適宜にラウン
ド。

具体的内容
背景・要因
病室の前を通ると助けてくださいと声がする。訪室すると床に倒れこんでいる、患者とそれを支え 患者の家族とのコミュニケーション不足。家族への声かけの不足
る長女の姿あり。前額部を打ったと言われる。血圧が180台と高い以外はバイタルサインは安定し
12524 ていた。主治医に報告し様子観察となる。患者が起きたいと言い、長女が1人で車椅子へ移そうと
したときに起きた事故であった。今後移動する際は看護師も手伝うので声をかけてと説明する。
12525
12526
12527

12528

12529

12530

12531

12532

12533

12534

病室の隣の患者から『隣の方が倒れている』と報告有り。訪室するとベッドサイドで仰向けに倒れ
ている患者さんを発見する。
病室へ移送した際に、携帯酸素から中央配管酸素にチューブに切り替えたものの流量を確認でき
ておらず流量がＯＦＦになっていた。１６時リハビリに搬送前にバイタルを計るため訪室した看護師
がSpo2低下に気づき酸素OFFになっていることに気づく。
病室へ訪室したところ、ベット柵のない足元の方の床へ患者が横たわっていた。打撲痛なし、経過
観察となる。
病室より、物音とともに発声あり。訪室するとベッド横の床に仰臥位で倒れているところを発見す
る。 ベッド柵が外れており、車椅子の位置も変わっている。不安定ながら自力で車椅子移乗が可
能な方であるため、自力で柵をはずし、車椅子に移ろうとしたのではないか。ベッドからの転落か、
車椅子に移る際の転倒かは不明。
病室より、話し声と物音が聞こえたため訪室すると、菓子袋を手に持ち転倒していた。まった君が
設置してあったが故障していた。また患者様は「それにつまずいた」と話された。。（ルート確認時
は異常なかった）
病室より「おーい、かぁちゃん」という声にて訪室。ベッドサイドにて、しりもちをついている患者様発
見。「トイレに行こうと思った」とのこと。入院時よりオムツ着用し、トイレ歩行はされたことがなかっ
た。当直医報告、診察依頼する。打撲痛なし、発赤なし、経過観察となる。
病室より『ドカッ』と転倒音あり。至急駆けつけると、ベッド脇で通路側を頭にし側臥位になるような
形で転倒している、東部出血及び発赤・腫脹見られず。転倒による打撲確認できず。疼痛の訴え
（－）。Ｐ６６／分。ＢＰ１２０／５８。Ｄｒ診察。異常なしとのこと。
病室よりアラーム音が聞こえたため、訪室すると患者様が足をベッド柵に乗り上げた状態であっ
た。ポンプで投与していたプレドパのルートが、ボトルから抜けている状態でアラームが鳴ってい
た。挿入されていたサンプチューブも抜去されていた。
病室よりナースコールあり。行ってみると、患者様が膝と額を床につけた状態で倒れていた。手も
床についていたが、自分で起き上がることが出来ずにいた。右手中指第二関節をベッド柵と床の
間に挟み内出血しているのを発見。
病室よりナースコールあり向かう途中、トイレからの物音で見に行ったところ、患者がトイレ床に倒
れていた。痴呆が強く飲水量多いため尿量も多く常時失禁。車いすでトイレへ行き、パット交換後ト
イレットペーパーを持ち帰るというパターンを繰り返していた。
病室よりナースコールが鳴り訪室すると患者が床に尻もちをついていた
病室より音がしたため訪室。ベッド横で入眠していた。患者様、覚醒時に手を滑らせ、前のめりに
倒れた様子。眉間に１ｃｍ×０．５ｃｍの表皮剥離認める。

改善策
移動の際は看護師を呼ぶよう声をかける。また声を掛けやすいように日頃からのコミュニケーショ
ンをしっかりとる。

患者の病状の把握が不十分であった。

患者の病状にあった看護をこころがける

携帯酸素から中央配管酸素に切り替えた時点での酸素流量確認不足。

酸素チューブを携帯から中央配管に切り替えると同時に必ず流量を確認する。

観察不足。転落防止対策不足。

ベットを右壁側に寄せ、左側ベット柵２本固定とする。

痴呆があり、指示入力が困難であるため危険回避能力が低下しており自力で移動してしまった。 就寝時間後も眠気が強くなるまでは、職員とともに過ごし関わる。臥床後は入眠したかどうかの確
就寝時間前までは、車椅子乗車にて職員の視野の範囲ですごしていただいているが、臥床させた 認も含め、訪室を頻回に行う。日中に、いろんな活動にお誘いし、刺激を与え、夜間良眠していた
後、入眠したと思い込んでいた。
だけるようにする。
床頭台の下に入っていたお菓子をとろうと歩行され、躓いた。壊れた待った君がそのままになって おやつは手元に一つだけ置き、食べきったら終わりとの約束を同意を得て行った。他の場所へは
いて、センサーがない状態との認識が薄かった。
いっさい置かない。 まった君を過信しない。また壊れた物は速やかに排除し、勘違いのもとを作ら
ない。 看護師の行動の統一を図った。
多発性脳梗塞の既往があり、認知症がある。入眠していたため、覚醒時混乱していたのかもしれ 頻回の訪室とオムツ点検を実施する。一人で動くと危険である事を十分に説明する。ベッド柵を３
ない。
つ使用する。
以前よりふらつきがあり、転倒や夜間巡回に注意をしていたが、他業務をしているときに転倒して ベッド周辺の環境整備。行動範囲の整理。患者の同意を得て、カーテンに鈴をつけ、至急に駆け
しまった。
つけられるように試みている。基本的に観察を十分に行なう。
安全帯を両上肢に使用していたが、それで大丈夫と思い込んでしまった。勤務交替のときに一度 安全帯を使用しているから大丈夫と思い込まずに、必要と判断したら下肢も安全帯を使用する。
患者様のところに訪室したが（発生１時間前）安全帯の確認をしなかった。
食後ベッド柵を自分で移動しようとして動いたところ、下肢の力が抜け転倒した様子。

食後などはベッド柵の位置が変わっている場合があるため、本人に柵の位置が的確か確認をして
から下膳する。自分で無理せずコールを押すよう再度説明をする。

自立していた時期もあったがADL徐々に低下してきたためと思われる。

こちらの指示は全く理解できないため、数日は所在の確認をまめに行いトイレに行くのを見かけた
ら介助をすることとした。

自立して動けない患者で、同室の患者のところにいこうとして尻もちをついた
体を移動する前にナースコールを押す様説明した
夜間、不眠状態でいたため、完全覚醒しておらず、ふらつき、転倒したと思われ、時間を短縮し、 転倒リスク患者として認識を強めていく。
12536
様子観察を密にする必要があった。朝食の時間帯と重なるため、摂取中の患者の観察が中心と
なっていた。
病室より音がしたため訪室。臥床したままベッド柵を右手でもっていた。シーツに血液付着あり。左 以前より時に中途覚醒によりベッド柵を床に落とすことがあったが今回は、鼻部よりの出血があっ カンファレンスを開き検討していく。観察の強化。
12537 鼻部より出血の跡認められる。出血は止まっている。出血量も微量。BP88/51mmHg,P61顔色良
た。いつの出血かは不明。観察不足であった。
好。著変見られず。バイタルサイン安定していたためそのまま様子観察をした。
病室より大きな物音がし、訪室するとベッドの横にうつぶせの状態で、患者さまが転落されてい
ベッド柵を１点使用していた。起き上がりは出来ないので、寝返りをされたものと考えられる。同日 家人の付き添いがあるという安心感もあった。早い段階で事故の可能性を把握し、事故防止に対
12538 た。 家人が付き添っていたが、このときは不在であった。左前額部皮下血腫と出血ごく少量あり。 入院でＡＤＬの把握が不十分であった。
して患者さま、ご家族に説明し頻回に訪室する。
意識レベルは変化なし。
病室より放射線検査室へ移動のため、輸液ポンプのコンセントを抜くとバッテリー不足のアラーム ・輸液ポンプのバッテリー管理 ・アラームが鳴った時の対処
・日頃の輸液ポンプのバッテリーを含めた管理方法の再検討する。 ・輸液ポンプのアラームメッ
鳴った。稼動中のランプだったので、患者に検査室にてコンセントを入れるようにお願いして送り出
セージの意味を関係者が認識する。
12539 した。患者を受けた検査の担当者は鳴っているアラームを止めて検査をし、病室へ帰した。病室で
閉塞アラームが鳴った連絡がナースコールであり、担当看護師は状況を確認して担当医師を呼
び、ヘパリン処置をしたが、通過せず抜去となった。
病室ロッカー前に倒れていた。尿失禁あり。外傷、疼痛なし。21時アモバンを服用していた。初回 ・通常服用する眠前薬（ガモファー・メキシチール）でなく、アモバンを服用した。 ・初回の服用で ・眠剤の初回投与時の観察の実施 ・患者の夜間の排尿状態の観察の実施（必要時は、排尿誘
12540 の服用であった。
あったのに、その情報が伝達できていなく。その後の夜間の睡眠状態や夜間の排尿状態の観察 導や介助を行う）
ができていなかった。
病室を見回り詰所へ戻るとき、ホール内を見ると患者様が立ち上がっていた。急いで駆け寄った 食後の送迎などでスタッフがホールに誰もいなくなり、患者様への目が行き届かなかったことが考 スタッフが少ないとき、仕事が忙しいときなど、声を掛け合ってホール内にスタッフが残り、患者さ
が間に合わず、後方へ尻餅をつくように転倒するのを目撃した。転倒するとき、後方には車イスの えられる。
んの様子を見守る。頻繁に患者さんをみて、声かけなどしていく。
12541
患者様がいて、尻餅をつくと同時に車イスに右側頭部と右腕をぶつけた。本人は「大丈夫」と話さ
れ、自室へ介助歩行で帰った。
病室を通りかかった患者様より、ベッドサイドで人が倒れていると、報告あり。見ると、ベッドサイド 家に帰りたいという思いが本人強く、転倒する前にも家に帰ろうと思い、病室の扉まで歩行してい 頻回に訪室し、うーご君を使用したりして、患者の動きを把握しておけば、防げた。また、転倒前に
12542 と床頭台の間に座り込んでいた。額に傷あり。イソジン消毒し、医師に報告する。
た。まだ治療中であり、家に帰れないこと伝えると本人納得し臥床していたが、家に帰ろうとし、転 家に帰ろうとして、歩行していた時点で改善策を行っていれば防げた。
倒された。
病室を訪れた際、ベッド横の床にブレーキのかかった車イスを背にして座り込んでいる患者様を発 介助にて臥床した際に柵を４つつけるなど対策をとるべきだったがしていなかった。
日頃よりナースコールを押すように促しても習慣化しにくい患者様に対しては、看護側で安全を確
12543
見。本人は「電車に乗っていかなきゃならないの」と話される。疼痛の訴えなし。
保する必要があると思いました。
病室を訪れた際、車イス駆動自立の患者様が、車イスを背にして床に座り込んでいるのを発見す 車イス駆動時の姿勢に気をつけるよう繰り返し指導するべきだった。
自立している、と安心するのではなく、常に気を配る。
12544
る。本人は「車イスをこいでいたら滑り落ちた。どこも痛くない」と話される。
病室を訪室した際、気管切開チューブが抜けており気切部より痰があふれ出ていた。ＳｐＯ2：４
・勤務の交替の時期 ・モニターでの監視ができなかった ・患者の観察不足（予測されること・患 吸痰の時間・訪室の時間・観察事項の確認。勤務交替時の申し送りに最終吸痰時間の確認。予
０％代、チアノーゼあり呼吸は下顎様であった。気切チューブの固定ひもは結ばれたまま、カフの 者との意志の疎通ができない）
測されることの看護計画立案
12545 エアーははいったままであった。モニターは１０／２２より中止となっていた。当直医に連絡（主治
医は緊急手術中）し、再挿入。酸素１０Ｌ、モニター開始。３０分後ＳｐＯ2 １００％となり酸素２Ｌと
する。ＨＲ９０代となり状態落ち着く。
病室を訪室しようとしたところ、ベッド柵4本していた患者が柵越えして、歩いているところを発見す 安静度の理解力が無く、自分の思うままに行動していまう 離床センサーマットをよけたのかブ
ポータブルトイレを設置せず、排泄時は車椅子で身障者トイレまで連れて行く。柵4本で柵越えした
12546
る その後、ポータブルトイレで排泄する
ザーが鳴らなかった
ので、右側足元の柵を外し離床センサーでキャッチするようにする。
病室を訪室すると、配薬ボックスに薬が入っていなかったため、患者本人に確認すると、「内科の 『配薬されています』と、書いた看護師は、患者に看護師から配薬していますというつもりで書い 正確な日本語を使用する。『配薬して下さい』と記載する。 カーデックスに１日配薬と記載する決
薬はなくなったので飲んでいない」と言う。配薬の引き出しを見ると、内服薬に『１日配薬されてい た。他の看護師は、『配薬されています』の張り紙を見て、患者に配られていると思い配薬しなかっ まりごとを守る。担当者は、内服確認を配薬係りにまかせきりにせず、自分でも確認する。 配薬
12547 ます』と書かれた紙が貼っている。残っている薬を調べると、２１日の薬が配られていない事が分 た。『配薬されています』の表現が曖昧であったため、正確な情報が伝達されなかった。カーデック 係りは、一日配薬の患者の内服確認も行う。
かる。患者に内服薬は続行する事を伝え、２２日一日分を配る。
スに１日配薬と記載されていなかったため、当日受け持ちに情報が伝わらなかった。配薬係りが、
配薬されている患者の内服確認をしていなかった。
病室を訪問するとベッドに平行に長座位で座りこんでいる所を発見。本人に問うと『誰かが死んで ・幻覚症状があり、行動の予測が不可能 ・下肢筋力低下
言動に注意し、１から２時間ごとの訪問を行う
12548 誰かに話をしようとしてここから降りたら窓があいた」と意味不明の言動があり、幻覚症状があっ
た。
12535
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12550
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具体的内容
病室前の廊下にて転倒。左後頭部打撲。ＣＴの結果問題なし。バイタル異常認めず。意識レベル
不変。
病室前の廊下に右側臥位で倒れているところを発見する。外傷見られず。左上共同偏視みられ
る。看護者３名にてベッドへ搬送する。Ｐ６０回／分、ＢＰ140/78mmHg。Ｄｒ報告し、診察。注射、点
滴の指示あり。ＥＥＧ施行。呼名反応あり「ああ」と言うもその後返答なし。Ｄｒ指示にて他院（脳外
科）受診。ＣＴ行い、脳出血・脳梗塞なしとのこと。点滴持続にて様子観察とする。
病室前を通りかかると、患者がベッド下にしゃがみ込んでいた。前額部を打撲していたが、どこで
打撲したかは不明だった。ベッド柵は患者は降ろされていた。患者家族から、どのような経過で転
倒したかの説明を求められた。
病室前を通りかかると、床に腹臥位になっているのを発見する。排便しようと移動したとのこと。特
に異常なし。柵と柵の間から出ていた。ナースコールはベッド下に落ちていた。
病室内にある空の床頭台をいじっていて転倒。

背景・要因
軽度の痴呆があったが、説明をすることにより理解をされていると判断し、大丈夫だと油断してい
た。
事件発生１０日程前からリチウムの血中濃度高値のため，Ｄｒ指示にて内服中止していた。また、
経口摂取不可の指示あり、点滴開始となる。頻回な観察を行なっていた。後、徐々に精神状態落
ち着きみられ、食事開始となる。内服薬中止は依然続いていた。 頻回な観察を必要とする患者
様であり、服薬中止していたため、症状や全身状態を見極め、注意するべきだった。
ＩＣＵから一般病床に移動した当夜のことだった。患者は、ﾄｲﾚに行こうとした様子。2時に尿意を確
認し、30分後の出来事だった。

改善策
センサーマットを設置し、歩行の行動を察知する。頻回の訪室により患者さんの観察をする。排尿
パターンを把握する。
病状の把握と十分な観察を行なっていく。常に、状態の変化を予測し、患者様に対応していく必要
がある。
・排尿状況を把握し事前に誘導する ・転倒リスクがあることを家族へ情報提供しておく

柵と柵の間から出ていた。ナースコールはベッド下に落ちていた。ポータブルが近くにあったので、 患者の目に入る場所にポータブルを置かない。柵の検討をする。ナースコールが落ちないよう固
行動してしまった。
定する。
難聴で痴呆あり意思の疎通は困難。病室が寒いと上着の上に下着をつけたりする方で、この日も 冬用のパジャマと厚手の上着を用意してもらい、夜間は暖房をつけた。指示が通じないため危険
12553
着るものがないという理由で他の床頭台をいじって尻餅をついた様子。患者にとって適温が保て なものはたくさんあるが、全てを排除するのは不可能なので、落ち着きのない場合、車椅子利用、
るよう早めの対応が必要だった。
見守りとした。
病室内のトイレからベッドまで移動し、ベッドに腰掛けようとしたところ座れずに床にずり落ちた。テ
・観察不足
・説明不足
ふらつきがある時はトイレまで歩行せずにナースコールをするか、ベッド上で尿器使用で排泄して
12554
レビ台で前頭部、肩などを打撲した。
もらう。
病室内のトイレに誘導し便座に座ったところで看護師は退室した。5分後にＮＳが訪室したところト
いつもは、ＮＣを押してくれていた患者さんであるが、病状の進行による意識レベルのむらが出現
見守りの再プラン作成。
12555
イレ内で仰向けに倒れていた
してきた結果と考える。土曜日で人員が少なく、見守れなかったことも誘因。
病室内のトイレまで点滴スタンドを引いて移動しようとしたときに点滴スタンドの脚がベッドに脚に 観察不足。点滴スタンドを体の後ろから引いたので脚の位置などを見ていなかった。
点滴スタンドを引いて移動する方法を再度指導した。
12556
引っ掛かり体のバランスを失いベッドサイドで転倒した。右小指に５ｍｍ程度の擦過傷あり
病室内のポータブルトイレとベッドの間に座っているところを発見する。ポータブルトイレ内には排 患者の状態把握不足。ナースコールの使用法を説明していたが押してこられることは無く認知障 ２４時間の排泄誘導を計画し、ポートイレはベッドから離した位置に設置しておく。ナースコールの
12557 便があった。今までは誘導しなければ自分でポータブルトイレに移動されることは無く、ポータブル 害があったかも知れない。
使用法を説明しできることを確認しておき、使用できない場合は離床センサーマットを設置する。
トイレはベッドから離して置いてあった。
病室内のロッカー前に置いてあるゴミ箱にゴミを捨てようとして転倒した。ナースコールがあったの 離床センサーマットが鳴ったので訪室したが間に合わなかった
・ベッド周囲の環境を整備する ・ゴミ箱はベッドサイドにおくようにする ・ナースコール時は至急
12558
で訪室するとちょうど転倒したところだった
訪室する
病室内胸部ｘ線撮影（ポータブル撮影）時、患者ベッド移動の際、胸腔内に留置中のドレナージカ １．担当者がベッド周辺にある機器類の確認を怠る。 ２．ポータブルｘ線撮影機を設置するには １．患者状態、周辺状況の確認のマニュアル化 ２．ポータブル撮影時、看護師の立会いを求め
テーテルと接続している低圧持続吸引器を転倒させる。推定される影響としては、１．胸腔内カ
ベッドの移動が必要。（病室が狭い） ３．看護師の立会いが必要であるが、比較的簡単な撮影で る。
12559
テーテルの位置ずれ。
２．吸引液量測定に誤差を生ずる。３．吸引器運転 あるため看護師を呼びづらい。
の停止。以上が考えられる。
病室入口をベッドで塞ぎ個室として管理している患者が、廊下に出てカウンターの上にあったサク 病室入口のベッド柵を下まで下げなかった。観察不足。
デッド柵のチェック項目を貼り確認の強化をする。患者とのお相手の時間を多く持つ。
12560
ションの水をケースから出し遊んでいた。
病室不在を発見。民家から警察に連絡がいき、警察から病院に問い合わせあり着衣などから不 不穏行動が見られる患者に対して部屋の選択や家族への協力依頼等検討したが、本人の強い希 医師・看護師は家族と患者の問題行動を共有し対応策を立てる。特に転棟時は環境の変化が加
明の患者であるとが判明した。家族と事務当直者が引き取りに行き病室に戻る。患者は疲れたと 望や家族の都合により看護師の見守りで様子を見た。出口が２ヶ所あり看護室から遠いところか わり患者は混乱しやすい状況となる。
12561
いうだけで何があったか覚えていないようであった。バイタルサイン変化なし。家族と話し合い夜間 ら出ており、院外に出るとは予想を越える事態であった。
のみ家族が付き添うことになる。
病室訪室時、ポータブルトイレ座っていた。(排尿あり。)その時に転んで左足首が痛いという訴え ベットの昇り降り時は、必ずNsコールするように指導していたが、夜間のため連絡しなかったよう Nsコールをしたりしなかったりする患者様には、何度も説明をすると共に、こまめに観察する必要
12562
があった。
だ。
がある。
病室訪問後物音がしたので急行。病室のドアの前に転倒しているのを発見する
就寝前までドアは開放状態だったが肌寒かったのでドアを閉めた。開けようとしたがドアが開かな 入院時、又は状況に応じて就寝前にドアの開閉について説明しておく。ドアの周囲はできるだけ空
12563
かったと本人の訴え有り。夜 間ポータブルトイレの使用を促したが本人が強く拒否された。尿意 間を保っておく。枕灯をつけておく。必要な方にはポータブルトイレの使用をすすめる。
で覚醒された。
病状について緩和されない事の不満を、担当医師が悪いとナースへ訴える。
治療方針が明確になっていて、かつ患者自身が納得し理解し協力を得られているかの状況と、情 治療方針と、患者の理解や納得が得られているか把握する。
12564
報の把握が不十分であった。
病棟からおりた処方箋が調剤されないまま薬局内に残っていたため当日薬が病棟に上がらな
残薬やその他もろもろの物と一緒に処方箋がカゴの中に入ってきたため、たまたま残薬袋を他の 残薬と処方箋は別々に持ってきてもらう。薬局で処方箋入れを作る。
12565
かった。
場所に持っていく際処方箋まで一緒に他の場所に移してしまった。
病棟からついてきたニカルピンのカクテルが違っていることに麻酔科Drより指摘をうける。病棟に
カクテル指示の確認不足
申し送りをうけるさい、シリンジのカクテルについても確認しあう。
12566
確認を依頼した。
病棟からのオーダーで、セファメジンキット１ｇを出庫すべきところ、セフメタゾンキット１ｇを誤まって 薬品名が類似していたこと、薬効が同じセフェム系の抗生剤であることから危機意識が希薄で
日直の１名体制での確認をせざるを得ない状況下でのチェックについて再度抜本的対策を進め
出庫した。病棟では、投与前の看護師点検で誤りを発見した。
あったことも一因である。休日では薬剤師日直体制が１名は外来急患オーダー、１名が薬品管理 る。類似医薬品の整理については後発品を含めて推進する。
12567
室に配置されているが、いずれも１名体制であり、受けと出しは各々１名で行われていることも一
因。
病棟からの検査の依頼で、前日に予約された検査項目に追加の依頼があった。検査の依頼で追 検査依頼伝票の欄外項目に検査の追加項目が記載されていたが、分かりやすく書かれていたの 検査依頼伝票のチェックをしていたがその時にも事例は発覚されなかったので、できるだけ入力と
加11項目のうちの1項目（Lipase）が入力されていなかった。依頼された病棟からLipaseの結果が で、記載した側には問題は無かったと思われる。入力者も入力を間違えないように検査項目に
そのチェックは違う者が行ったほうがいいと思う。
12568
出ておらず、依頼していないCaの結果が出ていると電話が入り、発覚した。病棟での診察に影響 チェックをしていたが、ミスが起こった。
あったと思われる。
病棟からの申し送りで、布絆でテープかぶれがあると聞いていた。そのため、挿管チューブの固定 不注意
肌の弱い患者さんにテープ類を使用する際には、可能な範囲でテープの変更や保護剤を使用す
の際キャビロンを塗布後に布絆を使用したが、手術終了後にテープ除去すると表皮剥離を認め
る。また、医師にもテープの使用について注意してもらうように声をかけていく。
12569
た。手術開始時には布絆のみを使用していたはずであったが、抜管時にはその上からブルーテー
プが使用されていた。キャビロンは頬部全体に塗布していた。
病棟からの臨時薬品請求用紙にて「アルギメート（高アンモニア血症用剤）」が請求されたのに対 ・薬品名が類似していたことによる思い込み。 ・終業近くの繁雑な時間帯における集中力の低
たとえ忙しい時間帯でも、できるだけ落ち着いて「薬品名をよく見て読みなおす」という基本動作の
12570 し、名前の類似した「アギフトール（肝機能改善剤）」を払い出ししてしまった。病棟で投与前に看護 下。
再確認を継続して訴えていく。
師が発見した。
病棟からリハビリ室への送迎中のエレベーターから降りる際、点滴台がエレベーターの溝にはまっ 当事者の注意不足が原因。
エレベーターから降りる際は特に注意する必要がある。点滴台などは介助者がしっかり管理する。
12571
たため倒れ、患者様の額にあたり、内出血を起こしてしまった。
病棟から依頼する処方戔を入れるべき場所に投入しなかったため、調剤がおくれた。
１７時以降の時間外であり、正規の処方戔提出口ではなかったため発見が遅れた。ルールの問 時間外の場合、直接手渡しか正規の提出箱へ提出し声がけをする事を病棟に徹底。
12572
題。
病棟から血液検査の依頼があった。その検査は外部委託の検査で特殊な採取管と検体の処理の 前日に病棟に採取管を準備した検査技師が、外注先検査案内の昔の血液量が記載されていて、 ・申し送りの徹底 ・間違いの訂正は確実に早急に行う ・思い込みで行動しないで疑問に思った
仕方であっため、前日に病棟に準備して置いた。特殊採取管に分注する血液量が多かったため、 いまだに訂正さていないページを見て用意をしてしまった。すぐに間違いに気づき申送ったが、当 ら確認する。
12573
検体分離がうまくできなく再採血となった。さらに、採取管の在庫が無くすぐに採血できなかった。 日は別の検査技師が病棟に出向き、昔の血液量が記載されている採取管とメモを見て少し疑問
に思ったがそのまま検体処理をした。
病棟から検査を依頼した結果が来ないと、問い合わせがあった。確認したところ検査漏れであっ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 業務、労働体制上の問題点 器械をシャットダウ 未検査管理の徹底。係を決め1日3回行う。
12574 た。
ンしたため後日（月）に検査をしようとしたがメモをとらなかったため忘れた。未検査のものをリスト
アップする手順になっているのを省いた。誰がするかあいまいであった。
病棟から歯科診察に一人で行っていた途中歩くのが早くなり前のめりに転倒したのを外来看護師 説明不足、午後の歯科治療に関して早く伝えた、時々理解力の低下もあるので、看護師がいっ
一人で行かない指導。治療棟へは、看護師が付き添うことを何度も繰り返す。予定は直前に知ら
12575 が見つけて病棟へ連絡した。元々足元がおぼつかないところがあり誘導をしていたが、歯科に行く しょに行ける時に伝え介助すればよかった。
せる。
ことを伝えると、待ちきれずに一人で歩行していった。
12552

483

12576

12577
12578
12579

具体的内容
背景・要因
病棟から手術室に患者を移送し、病棟看護師から手術室看護師の申し送りが行われた。手術室 ・性別・血液型・同意書の術式があっていることで受け持ち患者と思い込んだ。
看護師はその場に病棟看護師が１人しか見当たらなかったので、担当患者の看護師だと思い申し
送りを聞いた。申し送り表で患者の性別・血液型と同意書の術式が同じであった為、受け持ち患者
と思い込んだ。その後本来その患者の受け持ちだった看護師が事態に気付き指摘され、違う患者
の申し送りを受けていたことに気付いた。患者への影響はなかった。当院では申し送りはまず看
護師間のみで行われ、一室で同時に複数の患者の申し送りが行われている状況である（一人の
患者には一人の看護師が決まっている）。看護師間の申し送りが終わった後は患者本人に名前を
確認。この事例はその手前で事態が発覚した。最後に手術室看護師、外科医、麻酔科医の３者で
同意書の内容を全て確認するルールになっている。
病棟から深夜、薬剤師に連絡あり、注射が病棟にあがってきていないとの事、注射箋を確認したと 注射箋の依頼元・氏名が、転棟前の所属の記載になっており、転棟の連絡を薬局は受けていな
ころ他病棟に転棟した患者さまであった。薬局で調査したところ準備・調剤され、転棟先の病棟行 かったため
きとして保冷庫内に残っていた。
病棟から返却された気管切開トレイに縫合針が入っているのを発見する。
使用後の針の点検を怠った
病棟から歩行車で歩いてリハビリに来てプラットホームに横になったとき、右手首後面に出血あ
出血しやすい皮膚なので
り。（傷口は２センチ大） いつ出血したかは分からない。
病棟から薬局倉庫にコンクライトＭｇが請求されたが、コンクライトＮａを払い出した。病棟で使用時 名称が類似していたのに考慮していなかった。
に気づき、薬局に返品された。

改善策
・ルールに則り名前も含め全て確認を行う。 ・手術室のミスはハイリスクに繋がることの認識を高
くする。

注射箋提出後に転棟があった場合、その旨を連絡するよう徹底。
使用部署に報告注意を促す。 使用後の鋭利なものの点検処理の徹底
本人にも気を付けてもらう

コンクライトはＭｇ、Ｎａ、Ｃａ、Ｐの４種が採用されていた。事故防止のためＣａ、Ｐは中止し、それぞ
れカルチコール注、補正用リン酸二カリウム注に変更した。Ｎａは病棟で使用するものは１０％Ｎａ
ｃｌ注に切り替え、コンクライトＮａ注は製剤原料専用として薬品倉庫から撤去した。
病棟から輸血をもらい手術室の保管の時冷蔵庫に入れたが、手術が終わってから、他看護師に 慌てていた事もあり、冷蔵庫のドアノブをつかんだつもりでいてよそ見をしていたので気がつかず 輸血の保管には十分気をつけなければいけないのに、確認を怠った。一つ一つ確実に丁寧に事
12581 輸血使うかと問われて、はじめて保温庫に入ってるのに気がついた。
保温庫に入れてしまった。
を済ませなければならない。 主治医に報告をして対処方法を決定した。 慌てずに確認を確実に
する。
病棟スタッフが病棟内を掃除中、面会者の対応をすることになり、掃除機を部屋の隅に置きその 役割分担が出来ていなかった。又、物品の管理も不十分だった。
多忙でも、患者様は予測の付かないことをすることを踏まえて、持ち場を離れるときは物品の管理
場を離れた。患者様がその掃除機を持とうとしたようで音がするので慌てて訪室すると、掃除機を
等注意を払う。
12582
持って上向きにしりもちをついていた。外傷なし。しばらく休んでいるよう勧めるが理解不能。廊下
徘徊再開す。
病棟での心電図検査実施時、設定をきちんとせず実施したためにデータが誰の物か確認できず。 病棟での心電図検査は、ＩＣカードで保存し、翌日に検査室でＩＣカードからデータを取り出し患者カ 心電図計にテプラでに使用方法明記したものを記入し貼っておく。
12583
ルテに取り込むことになっているが、機器の操作がルール通りされなかったためにデータがＩＣカー
ドに残っていなかった。
病棟で医師が、別の患者の名前がインプリンターされた処方箋に記入し、薬剤部へ回り、病棟へ 業務手順の確認。
処方箋の患者の名前を十分に確認して提出する。
12584
上がってきたとき患者が違うことに気がついた。
病棟で患者さんへ与薬する際、廊下で数人が集まっていたため名前を呼んだところ、反応された 本人であることの確認不足
このような場合、患者本人に自ら名乗っていただくようにする。また、廊下で説明をしても薬はベッ
12585
ので本人と思い込み、他人の薬を渡してしまった。
ドのところへ置いておくと申し添えるようにする。ミィーティングにて周知をした。
病棟で気切のカニューレを使う人が２人いて、１人の患者様は気切予定で、その為に８．０Ｆｒのカ 思い込み
実施時の確認チェック徹底
ニューレを準備するようＤｒに指示された。もう１人の患者様は、本日がカニューレ交換の日で、７．
５Ｆｒであった。ＩＣＵに電話をして８．０Ｆｒと７．５Ｆｒを頼んだつもりだったが、物は８．０Ｆｒと７．０Ｆｒで
あった。（自分が電話で間違ったサイズの物を頼んだかは不明）８．０Ｆｒのカニューレは気切前に
12586
チェックして用意したが、もう１つのカニューレはサイズを確かめずに名前を書いて準備した。（他
者が行う）そのまま、７．０Ｆｒのカニューレをしようした。交換の際もともと入っているカニューレサイ
ズとの確認、Ｄｒとの確認ができなかった。１つの行為に沢山の人々が関与して、確認がきちんと
行えずあやふやになっていた。
病棟で死亡診断書を記入しようとカルテを見ていたら,以前亡くなった方（男性）と現在入院してい 確認不足
カルテの氏名確認記録用紙を抜き取らない
12587
る方(女性）のカルテの一部が混入していた
12588 病棟で服薬指導中に、外用薬のラベルシートと処方箋控えの氏名が違うことに気がついた。
薬剤科において、本来実施すべきダブル確認を行わなかった。
ダブル確認の実施とともに声だし、指さし確認を厳守する。
病棟で末梢をヘパリンロックしている患者。早朝巡回時、留置針とチューブの連結部がゆるんで血 チューブ連結が不確実だった。観察不足。
チューブ連結は確実に。留置後も、何度も確認する。
12589
液が逆流し、シーツや枕を汚染していたが、本人は気付いていなかった。
12590 病棟トイレに行った際トイレの表示板に頭頂部をぶっつける
患者の身長は１８１センチメートル
表示板の高さが違うので注意するよう説明する
病棟ナースへカテーテル室から、準備の以来の連絡をした、10分後に受け持ちナースと、患者が
連絡の不具合。病棟内でのスタッフ間の連絡、伝達方法に不備があった。
カテーテル室からの連絡は、リーダーナースへ行う。
12591
カテーテル室に入室してきた。
病棟において，複数名のMRSA新規検出が認められた。（水平感染の可能性あり。）
手技については、（１）処置の前に、手袋・ガウンの着用、手洗いを行わない医療スタッフがいた、 （１）「手洗い・手指消毒に関するガイドライン」を整備し，手洗い・手指消毒の基準の周知・徹底を
（２）処置の途中で感染性廃棄物の蓋を開けることがあった、（３）喀痰吸引の際の吸引装置と連 はかった（２）「手洗い・手指消毒に関するガイドライン」に基づいて，手洗い・手指消毒の実施状況
結チューブの接続部の消毒を行っていなかった、（４）処置室のカーテンに処置途中で触れること を病棟毎にチェックした（３）処置中は感染性廃棄物の蓋を外しておくこととした（４）処置前にPHS
があり不潔になりやすかった、（５）PHSに出る際、ガウン等に触れてしまうことがあった、などの要 は身体から外し，介助の医師に預けることとした（５）吸引カテーテルと吸引装置連結チューブとの
12592
因があった。また、疾患面の背景としては、悪性腫瘍の患者が多く、（１）入院が長期にわたり院内 接続部の消毒を患者の交代毎に行うこととした（６）（自分自身の）頭頚部・毛髪等に触れた場合の
感染の機会が増える、（２）免疫抑制状態にあり、日和見感染を起こりやすい、（３）頭頚部の皮膚 手洗いを推奨した（７）最初からMRSAと分かっている患者の処置は病室で行い，処置室で行う場
が腫瘍の浸潤、医療処置などによりびらん・潰瘍などの開放創を伴っていることが多い、（４）気管 合は最後に実施することとした（８）処置セットは1患者に1ワゴン車準備することとした
切開口から細菌が直接皮膚を汚染する危険性が高い、という状況があった。
病棟にて、フエジン２Ａ＋５％ブドウ糖液２０ｍｌのところ、生食２０ｍｌを使用したとのこと、医師の確 薬剤部内の５％ブドウ糖液２０ｍｌの在庫確認をしたところ合っている為，間違って生食２０ｍｌを払 詳細については不明であるが、注射実施前の昆注作業時に内容の確認を実施、十分注意するこ
12593
認のうえ薬剤部へ連絡あり。
い出ししたことは考えにくいため、詳細については不明です。
と。
病棟にて、患者が排痰のため、三方活栓が臀部と大腿部に挟まれはずれて出血したので、看護 患者観察を十分にする。
患者方向転換時、チューブの走行、三方活栓の位置に注意する。
12594
師、Ｄｒコールし、処置する。
病棟にてポータブル撮影時、右上腕２方向の固定具をつけたままの指示であったが、上腕の固定 前回の撮影では固定具はつけていなかったため、同様と思い込んでしまった
オーダーコメントは必ず確認を実施すること。
12595
具を外して撮影を実施した。
病棟にて理学療法施行中に点滴のラインを気付かずに引っ張ってしまい、接合部が外れてしまっ 点滴を十分確認していなっかった。点滴についての知識が乏しかった。
リハ施行前にしっかり点滴などの確認をすること。
12596 た。すぐに看護師に連絡をし、処置をしてもらった。患者様は意識レベルの低下のため、気付かず
家族もみえなかった。
病棟に入院中の患者、本日から安静度が病棟内歩行と拡大された。午後モニターが電波切れと 発生前患者より、安静度についての不満言動あり危険予防へのアセスメント不足。同室者の退
患者のストレス状況や、行動をアセスメントし、危険な患者には周囲のスタッフにも安静度逸脱し
12597 なったため院内を探すと、ロビーにいる所を発見。
院、安静度拡大や、本人長期入院であり、ストレスがたまっていた。長期入院中の患者であり、理 ないよう協力してもらい対応していく。
解出来ていると過信があった。
病棟に戻るときに、３階の病棟ドアを開けて中に入り閉鎖を確認する。しかし、ドアが閉まらず、自 開放ランプがついていることをその病棟の看護助手に伝えると、「さっき看護婦さんがいじってし その場にいた職員には、「わからないのでは困るのできちんとみてやってほしい」と伝えた。開放時
動的に開いてしまった。精神科開放病棟であるが１７：００ー９：００までは、病棟は離院防止や保 まった。アルバイトの人だからわからなかったのかなあ」と返答を受ける。深く考えていない様子。 間ではないため閉鎖にした。
安上のこともあり施錠されいる。時間によって鍵の開閉が自動管理されていて、開放時間は鍵を 非常勤の職員への説明、教育が不十分であった。
12598
かけても開いてしまうようになっている。今回は、開放時間ではなかったのでドアの制御システム
が故障したかと思い、システムがある病棟に直接、確認に行くと、そのドアの開放に設定されてい
てランプがついていていた。
病棟に薬が来なかったので、確認すると薬局にも処方箋が届いておらず、原因を調べるとエア
設備の故障
メンテナンスの充実。 送る時は、その旨送り先に伝達する。
12599
シューターの故障で途中につまっていることがわかった。
12600 病棟に薬剤部よりあがってきたら用法が分３が分２になっていた。
業務手順確認
処方箋や薬袋等の確認を十分に行う。
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具体的内容
病棟のレクリエーションの一環として行われていた風船バレーに参加中、風船を打とうとして反り
返った状態となり左側に転倒する。左臀部、左手をつく。外傷、疼痛は見られない。
病棟の外にある浴室への誘導とＯＴへの誘導時間が重なった。精神科の閉鎖病棟であるため病
棟外に出るときは誘導が必要となる。誘導患者様が集まっている場所にある患者様がいて、その
方をどちらに誘導すべきかわからなくなってしまった。しかし、結局、その患者様は、入浴も、ＯＴ参
加もされない方であった。同時刻に誘導したため、参加患者様の確認が混乱した。
病棟の患者の薬を粉末にした際、分包機の中にティッシュのかけらが混入していたのを看護師か
ら指摘される
病棟の患者様の透析を行うため申し送りを受けた。申し送りを受けた後、「採血はないですか」と
訊ねたが「ない」と言う返事だったので透析を開始した。しかし指示シートを確認すると採血の指示
があった。
病棟の看護師が患者の頭と足側にいる状態でハッチウエイにて患者を病棟のベッドへ移した際
ハッチウエイの板を抜く時に患者の寝衣を一緒に巻き込んでしまった
病棟の胸部・ＫＵＢｘーｐの患者でしたが、同姓同名の別患者の撮影伝票だったため誤って腹部立
位・臥位ｘーｐを撮影してしまいました。他の技師がフィルム袋に入れて返却しましたが、病棟の看
護師から胸部ｘーｐが袋に入っていないとの問い合わせがあり、患者取り違いが判明しました。誤
撮影による被ばく線量は約２．１ｍＳｖと推測されるため患者への健康への影響は無いと考えられ
ます。
病棟の継続注射を４日分ｾｯﾄした際、ペントシリン（１ｇ）と スフメタゾン（１ｇ）をそれぞれの患者様
の分としてセットして しまい、病棟にて再確認の際発見した。
病棟の出入り口にカメラがついており、開閉すると看室にあるチャイムが鳴るようになっている。そ
のチャイムの音がしたので、ドア付近にいた車椅子の患者さまを思い出し、駆けつけると一人で病
棟外の踊場にいた。
病棟の処方でグリセオールを１本多く払い出したこと。
病棟の洗面所で歯磨き後、車椅子ごと前へ転倒する
病棟の定期処方を調剤時に、散薬分包器の不備のため散薬分包のヒートのずれが生じ、１包づ
つにするのに散薬がヒートから漏れた状態で病棟へ払い出した
病棟の入り口に泥除けマットが設置されていたが、面会にきた方が、マットにつまずいて転倒し
た。膝をうったが、処置などは必要なかった。マットは、隅が少しめくれている状態になっていた。
病棟の廊下で車椅子の下に座り込んでいるのを発見。

背景・要因
風船バレーに夢中になりバランスを崩した可能性がある。

改善策
・速やかに病棟責任者に報告。 ・バイタルサイン測定実施。

入浴の誘導とＯＴへの誘導時刻が重なってしまった。

同時刻に複数の誘導をする必要がある場合は、一つが終わってからもう一つを行うようにする。人
員確認も慎重に行う。

療・歯科医療用具（機器）・医療材料の採用や保守・管理の問題点

作業開始前の機器の点検必要

確認不足

申し送りの後にもう１度自分で指示シートを確認する。

板を抜いても大丈夫な位置に患者が来ているかを自分の目で確認し板を抜いてもいいですかと
声をかけ確認の上板を抜いたが寝衣が巻き込んでいると指摘を受けた
撮影前には、患者本人に姓名の確認をして撮影部位の説明を行いました。同姓同名の別患者の
撮影伝票と患者本人のエンボスをセットにして受付から渡されたが、病棟の看護助手も同行して
いたため伝票と別患者とは疑わなかった。

病棟看護師側の患者の様子は手術室側からは見えにくいので、患者を下ろす際や板を抜く際は、
患者の位置を病棟の看護師に確認を依頼する。
撮影時に患者ＩＤの再確認と、疑わしい場合は生年月日の確認をとるようにしたい。また、受付端
末に患者情報入力時に、同姓同名の患者がいる場合はチェックできるようなシステムがあれば、
今回のようなケースをより未然に防止することが出来るものと考える。

４日分のセットということで少し焦ってしまった点と監査時いつも見慣れているため、安易な油断が
あった。
ドアの外にでるとは思わなかったので声かけはしたが何処に行きたいか、どうしたいのかなど聞か
なかった。ドア付近にいたことを考慮して誘導すべきであった。

キヤップの色が両方とも緑色ということで、間違いやすいという事があるため、ｾｯﾄの際必ず位置
を離してｾｯﾄするようにする。
１つのことだけに集中して仕事をせず、回りへの気配りをしながら仕事をする。またどうして、そこ
にいるかなど声かけを忘れないようにする。

数量の確認不足のため
車椅子に深く座っていなっかった
午前中一人で、２つの病棟の入院定期処方の監査をおこなっていたため、確認が不足していたた
め。
マットの設置は適切か。マットの状態の管理は適切か。

計数調剤の手順を変更し、十分確認できるよう実施する
車椅子に深く座っていただくように説明する
散薬分包を監査する時は、最初と最後だけではなく、中間もヒート包装に不備が無いか確認をす
る。毎朝分包がベストであるか確認すること。
マットは撤去。雨天などの日は水滴による転倒の危険が増すが、清掃回数を増やすこととした。

安全ベルトの指示がなかったため、ベルトはしていなかった。廊下にいたため、目が届きにくかっ
た。
病棟へのカルテを返却しなかった。
翌日準備業務とカルテ整理を同時にしていたため混在してしまう。
病棟ポータブル撮影において、７件の撮影に行ったとき検査箋を一枚紛失してしまった。その患者 ７件のポータブル撮影を一度に行った。
様が他の検査中であったため、また、その患者様の氏名等は覚えていたため、病棟でもう一度検
査箋を書いていただくようにして、撮影が出来るようになったら電話をしていただく事をお願いして
おいた。電話連絡後、撮影に行くと他の病室に検査箋が落ちていたのを見つけていただいたそう
で、結局元々の検査箋を使用して撮影をした。
病棟より、翌日手術予定の患者のクロス伝票が届いた。血型Ｂ型のところ、伝票にはＡ型と記載さ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。確認不足・思い込み。
れており、色別表もＡ型のものが添付されていた。
病棟より「サクラオカベビーの検体が届くはずですがそこに血ガスを追加したい」という電話連絡を 思い込みによる事故だが、当直に入る前にあとから出る検体についても確認する。
受ける。サクラオカベビーの指示カードと検体を受け、検尿だけ別の患者の検体であったのにもか
かわらず指示カードの検査内容と検体があっていたため検査してしまった。
病棟よりＡ氏のオノンドライシロップとセフゾンドライシロップが薬袋の入れ替わりがあったと連絡 確認不足
があった。監査をした主査が病棟で確認し謝罪した。オノンは分2で、セフゾンは分3であるが両方
ともドライシロップであるため薬袋には「そのままでも水にとかしてものめる」と印字している。薬品
名は退院手書き処方だったので自動印字されない。
病棟よりＡ氏のティーエスワンカプセルの20mgのところ25mgがきていると連絡があった。連絡を受 確認不足
けた当直薬剤師が謝罪し交換した。患者には投与されていない。
病棟よりカプセル薬の粉砕指示が出た薬剤を粉砕した際に、薬品名を誤って印字してしまった。病 ・カプセルの形状が似ていたための思い込み ・薬品名の確認怠り
棟より薬品が違うとの問い合わせがあったが、印字ミスであった為処方の問題はなかった。
病棟よりメイラックス1錠分2で7日分で14包のところ半錠が7包しかきていないとの連絡があった。 確認不足
主査が確認に行き不足分を補充し謝罪した。1錠分2の場合総錠数7錠を取り半錠にして一包化す
る機械にかけ14包にする。出来上がりの包数を14包のところ7包と思い込んでしまったので逆算し
て3錠半しかとらず最後まで気付かなかった。
病棟より胃カメラの検査の申込みを受けた時、週１度午後に来院する医師のため、１３時３０分に 説明不足、コミュニケーション不足
検査を開始できるようにと病棟に連絡した。しかし、外来患者さんの胃カメラ検査もあり、順番を変
更したことを病棟に連絡しなかった。そのため、外来患者様を検査中に病棟の患者様も降りてきて
しまった。
病棟より往診依頼二人あり。そのうち一人は本日退院のため、早めの往診を依頼された。その二 早合点してしまった。思い込みと確認漏れ。
人は年齢が同じで、名前もよく似た患者であり、同じ人物であると思い込んでしまい、取り違いをし
たままで医師に報告、本日退院の患者の往診が後回しになってしまった。往診中の医師に連絡を
取ったが遅かったため、患者が退院した後であった。
病棟より手術後撮影したフイルムが無いと連絡があったため、探したが無かったので再出したが、 フイルムの持ち出しに付いてのルールが守られていなかったため。
病棟よりフイルム画があったことの連絡がきた。医師が誤って他の患者のフイルムの袋へ入れて
いたためであった。
病棟より祝日に処方があり、薬剤部からは休日扱いの２日のみしか処方されず残りの５日分の処 医師、病棟、薬剤部との連携。
方がないままになっていた。
病棟より出たところで、エレベータ―が開くと同時にエレベーターの前に行き、乗ろうとした所をリハ 患者様の居場所の確認が不充分であった
ビリのスタッフが発見
病棟より処方薬を薬剤部へ回したが、処方箋の病棟のインプリンターが不鮮明だったため違う病 インプリンターの点検
棟へ配布してしまった。看護師気がつき再処方となる。
病棟より請求のあった、アレディア３０ｍｇのところ１５ｍｇを払い出していた。
薬剤部の控えに監査印がなく、未監査のまま病棟へ払い出しをしたため。
病棟より同じラベルの血液検体２本が提出された。当該病棟へ確認したところ、採血した看護師が 採血したはずの患者の空容器が病棟で残っていたため、再度採血管を用意し、採血し直してい
検査科に来て一方の検体が正しいものであると選択したものを測定したが、前回値と比差があっ た。
たため、別人のものではないかと考え、生化学の検体と末血の検体両方の血液型を検査した。そ
の結果生化学はＡ型、末血はＯ型で別人のものであることが判明した。
485

精神症状のコントロール 安全ベルトの使用を検討
申し送り時はカルテと、カルテと照合して行う。
検査箋の紛失はあってはならない事であり、ポータブル装置の上や、落ちそうな所には置かずに
しっかり管理するように心掛ける事。

伝票記入・確認の徹底
指差し、声だしで検体とラベルの確認を徹底する。申し送りノートの作成する。
ドライシロップ同士の入れ替わりであるが用法が分2と分3で違っていた。服用方法に印字が同じ
であったため入れ替わりに気付かなかった。用法も大事な項目であるので充分な注意を払い監査
していく。
複数規格採用されている薬品には注意喚起の為の印を印字しているが、その意味を理解してい
なかった。休薬期間の確認は行ったが、初回用量として多いと思わなかった。規格に赤線をひき
確認に注意をはらう手順を徹底する。
内容確認をきちんとする。薬品を粉砕する前に薬品名を印字するようにする。
最初に全量何錠とるか、次に出来上がり包数をイメージする。これらを処方せん上に朱書して視
覚的にも自己監査をしながら確実性を高めていく。
順番を変更した時点で、病棟に変更のことを連絡すべきだった。朝のミーティング時に再確認す
る。
電話連絡があった時には必ずメモを取り、受けた内容を復唱して確認すること。

フイルムの持ち出しに付いてのルールについて厳守すること。フイルムの整理は確実に実施する
こと
医師の休日の処方箋記入の仕方徹底。薬剤部、看護師の確認。
スタッフ間で常に患者様の居場所を確認し、離棟がないように努める
薬剤部での処方箋コンピューター入力時の確認、看護師も確認して受け取る。
複数の規格がある製剤については、必ず単位を確認のうえダブルチェックを実施すること
採血時の患者確認の徹底

具体的内容
病棟より連絡を受けた後、代わりのものを届けた。
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病棟ラウンド２回目までは安全帯がかかっており、ＭＴも挿入されていた。２３時過ぎからラウンド
開始。病室へ行くと安全帯をぬきＭＴも自己抜去されていた。
病棟を移動してきた患者様の備品が不十分であり、エンボスも違っていた。
病棟移動時、内服薬の指示が切れていることを移動先の病棟へ伝達しなった。一日内服しない日
が発生してしまった。患者様に変化はなかった。
病棟移動時、内服薬残数をチェックしたところ、朝・昼・夕とも残数がばらばらであった。無投薬が
いつ発生したか確認できず。患者様に変化はなかった。
病棟患者のブロンコファイバー処置終了後、内視鏡室より連絡があり「お迎えはストレッチャーで
お願いします」とのことだったため、担当ナースに伝えた。患者担当チームが違う為、検査が終了
したとは思わずにストレッチャーのことだけだと思い込んでいたが、実際は「直ぐ迎えに来て欲し
い」との連絡であり、外来待合室で患者を２０分以上待たせてしまった。その後患者と家人が、申し
送り無しに病棟に車椅子で帰ってきてしまった。患者・家人はかなり怒ってナースステーションを通
過し、部屋へ戻られた。上司が内視鏡室に状況確認し、患者・家族に上司と共に謝罪した。
病棟患者の単純撮影（腹部撮影）を行なった。 撮影終了後病室に帰ってもらった。病棟に写真を
送る際に、当該患者に関して依頼用紙と異なる部位を撮影していたことに気付いた。改めて、病棟
に連絡して撮影に来ていただき目的部位(胸部撮影)を撮影した。
病棟看護師Ａは手術患者Ｃさんの自己血をもらいに薬剤科に控え伝票を持って行った。看護師Ａ
は「Ｃ患者さんの自己血ください」と言った。薬剤師は冷蔵庫より自己血を取り出しもう１人の薬剤
師と取りに来た看護師と指さし確認を行い「Ｄ患者さんの自己血です」と言った。この時看護師が
持参した控え伝票は自己血の下にあった。看護師Ａはサインをして、手術室に自己血を持って
いった。病棟看護師Ａは「Ｃさんの自己血です」と言い、手術室看護師Ｂと伝票・自己血を確認した
ところＤ患者の自己血であることを手術師看護師Ｂが気がついた。
病棟看護師が、薬局から内服薬が病棟に上がってきたので処方箋と内容を確認した所、薬袋の
表示と処方箋内容はプルゼニドであったが、中に入っていたのはタリビット眼軟膏であった。薬局
に電話連絡し再調剤してもらった。
病棟看護師が患者を透析室へ移送してきた際に、体重測定を済ませてから患者をベッドに臥床さ
せた。その後、自分が体重報告を受けた際に義足の分を体重から除くのを忘れてコンピュータ入
力をしてしまった。透析を開始し、途中で患者が胸部症状を訴えたため除水を終了。６００ｍｌ過除
水となってしまっていると気付かず、その時点では残りであると思い、病棟看護師に申し送りをし
た。患者退室後、透析後体重を入力する際に、義足分を引き忘れて入力していたことに気付い
た。直ちに医師に報告し、安静臥床の指示を受ける。病棟看護師にその旨を伝え、その後上司に
報告した。
病棟看護師が血管造影室に患者を連れて行き、申し送りの際に検査室看護師より「通常前投薬
には硫酸アトロピンを使用していますがアタラックスＰを使用してるんですね」と指摘される。病棟
看護師は医師に口頭で指示を貰い、アタラックスＰ（２５ｍｇ）を筋注したが、検査室での指摘後医
師に確認すると他の患者さんと勘違いして違う指示を出してしまったとのこと。患者へは影響は無
かった。
病棟出入り口にカメラが設置されていて、ドアを開閉すると、看護室に置かれているモニターの
チャイムがなるようになっている。チャイムがなったため画面を確認すると患者様がドアから出て
行くのを発見する。階段を降りている患者様を途中で制止し、病棟ソファへ誘導する。患者様に聞
くと、「弟が来ているので合流しようと思って･･」とのこと。幻聴による行動と思われる。
病棟巡回時、自室でしゃがみこんでおり口周辺から出血見られた。本人転んだとの事。上唇部
3mm上部に幅15mm深さ3mmの裂傷あり。ガーゼで圧迫する。当直医、夜勤責任者に報告。診察
あり。イソジン消毒施行後３Ｍテープで固定。尚、口腔内にも裂傷あり、嗽にて様子観察の指示有
り。
病棟巡回中に病室で転倒しているのを発見。麻痺があるためナースコールできなかった。発見時
は転倒直後とのこと。後頭部に腫脹。血腫なし、頭痛もなし。血圧１１３／８６ｍｍＨｇ。歩行練習を
しようと思って動いたとのこと。（普段はポータブルトイレ時もナースコールで連絡する）動けると
思ったとのこと。主治医に報告診察。
病棟処置台にて生食２０mlのうち10mlに、ソルダクトン200mgのう100mgを混合しなければならない
ところ、生食100mlにソルダクトン100mgを混合してしまった。
病棟職員から医療保護の患者様が無断で一人でコンビニに行かれたと報告を受ける。直ちに病
棟職員２名と施設課の職員１名と車にて探しに向かう。コンビニのレジで支払いをしているのを発
見し、病棟に連れ戻った。

背景・要因
作業前の身支度がきちんとできていなかった。
痴呆症状があり、ＭＴの必要性を理解できていなかった。安全帯の使用が患者様に適していな
かった。
転棟チェックリストを見ながらチェックしたと思われるが不十分だった。
病棟移動時にサマリー記載することになっており、薬剤類に関しては申し送る手順になっている。
同じような情報伝達エラーが３件続けて発生している。病欠あり体制が厳しい。
薬セットのマニュアルどおりに実施すれば起こりえないことである。当該病棟に関しては、定期薬
がベットサイドの配薬カレンダーにて管理。そこに問題があるのかもしれない。
終了したかどうかの確認を再度行い、終了時刻を病棟で気にしておくべきだった。

思い込み 不注意

改善策
厨房に入る前に、粘着ローラーなど身支度を十分にする。作業中も、異物混入がない様注意す
る。配膳前の点検を徹底する。
循環障害などに注意しながら確実に安全帯を使用していく。
チェックリストを転棟前に確認する。
エラーが続いているため、師長会で転棟マニュアルの見直しを図る。
配薬作業マニュアルを見直していただくよう、師長会を通じて依頼。
担当チームではなく、連絡の内容に認識の違いがあり、患者・家族に迷惑をおかけしたため、今後
このようなことのないよう情報を共有化し、スタッフに改めて指導した。

撮影の際には、思い込みによる間違いを防止するために、患者氏名、撮影部位等を撮影前後に
確認する。

・薬剤師は冷蔵庫にある自己血は全てＤ患者のものであると思っていた。 ・看護師は伝票は見 ・伝票と輸血の確認は伝票も必ず照合する・今後再度事例検討予定とする
ず口頭のみで患者名を言った。 ・もう１人の薬剤師はちょうど電話があり、電話で話しながら確認
作業を行っていた

薬局での確認が足りない

薬局へダブルチェックの方法はどのように行っているかなどの調査を依頼し、ダブルチェックを強
化してもらうように依頼する。継続して病棟で看護師が患者様に薬を渡す際に確認を行ってから渡
す。
病棟看護師から体重測定を報告された際に、義足が含まれた体重かどうか確認すべきであった。 体重測定は、透析施行においては慎重でなければならない。本人の確認ミスはもちろんである
また前回分だけではなく、前々回以上前の分のフローシートを見て、どのように体重測定をしてい が、誰が受け持っても、義足分のことがわかるようにしておくべきであった。今後チャートのわかり
るか情報を得るべきであった。
やすい場所に記入しておき、誰が持ってもわかるようにしておく方法に変更した。またもっと良い案
をカンファレンスにて皆で考えることとした。

・緊急時以外で口頭指示を受けている。 ・医師に指示を貰う時、患者名や用件が正確に伝わら
なかった。為。 ・通常とは違う薬の指示が出ていることへのアンテナが低い。また使用薬剤に対
するアセスメントが甘い。

・緊急時以外は口頭指示は受けない。やむ得ない時は医師と充分コミュニケーションをとり、口頭
指示を一度メモにとり確認する。 ・指示内容については看護師も指示が妥当なものか必ずアセス
メントする。

幻聴により１階まで階段を下りようとしていた。

この患者様は歩行不安定のため転倒にも注意する。

主治医指示にて就寝薬と夕食後薬を服用していたため歩行の観察が必要だったが、他患者のト 病棟内巡視を頻回に実行しこのような自己を未然に防いで行きたい。
ラブルが発生しており看護師はそのほうに関わっており、又看護助手も他の仕事を行なっていた。
観察不足だった。
説明不足。患者自身の理解不足（自分の身体の状況）

現在の自分の状況を理解できるまで説明（予測されることについての看護計画）

単位の確認が不十分であった。

単位まで確認する。慌てず混合する。

患者様は、午後、精神科閉鎖病棟から開放病棟である当病棟に移られ、主治医の診察も済んで 時間をかけて、病棟ルールを理解していただけるよう説明をする。理解が得られるまでは、無断で
いない状況であった。前の病棟では週に１回買い物に行く予定があり、今日がその日であったの 単独で外出される可能性が大きいため、十分な観察が必要とされる。
12645
で以前から楽しみにしていた様子。移動後間もなくのことで、病棟でのルールに理解が浅く、ご自
身の入院形態の理解もなく一人でコンビニにでかけてしまったと思われる。
病棟職員が使用する液体石鹸とペーパータオルを施設課に注文したところ使いすぎであると注意
教育が不十分。経費削減は理解できるが、感染防止には必要なものである。
感染防止第1の原則を当院では励行している。
12646
を受けた。
12647 病棟食堂にて、テレビ鑑賞中、自分のこぼした水で足を滑らせ転倒、両膝を打撲。
就寝前薬服用後で、観察が十分ではなかった。
就寝前薬服用後のテレビ鑑賞は、転倒の恐れのある患者は控えるよう指導した。
病棟注射オーダーに際し、システム操作上の禁忌（当日複写）にこるオーダー実施。
指示簿と
病棟患者においては当日注射オーダーの複写で未来日のオーダーは実施できない（ワークシート
指示書とワークシートの照合を徹底する。担当ナースは指示書の内容に熟知する。注射オーダー
12648
オーダー施行の確認漏れ。
がアウトプットされない）。指示簿におけるオーダー内容に対する施行サインが抜けていた。
に対する実施確認サインを徹底する。オーダーシステムにおけるシステム改造を検討する。
病棟内、巡視時、患者様が自室ベット脇の上に横になっているのを発見する。意識は鮮明であっ 車椅子を使用されている患者様なので転倒の可能性を考えて巡視を多くし、観察する必要があっ 夜間は、車椅子を置かず様子を見ていたが、本人にも説明し、頻回に観察するようにした。
た。「白いカーディガンが盗まれたと思い、探そうとしてベットからすべり落ちた。」と話される。外傷 た。
12649
なく、ＢＰ１０４／７０ｍｍＨｇ。当直医に報告する。様子観察となる。その後、気分不快の訴えなし。
病棟内で、他の患者が急変しモニターが必要になったが、すべてのモニターが使用中であったた
め、使用していた患者のうち、レベルもクリアで比較的状態の落ち着いていた患者もモニターを一
時的に使用しようと、その患者の部屋を訪室すると、左ソケイ部に挿入してあったクイントンカテー
テルを自己抜去しており、寝具・シーツに血液汚染していた。２針ナートの糸はありクイントンは繋
12650 がっている状態で、完全に止血していた。腫れもなかった。バルン・点滴にトラブルは無かった。寝
間着は脱ぎかけており、Ｔ字帯、デカダームもすべて取り払われていた。レベルはクリアでバイタル
の変化もなかった。当直医師および当直師長主治医に連絡。当直医師にて抜糸。イソジン消毒・
ガーゼ保護。当直師長とともに状態確認しながら、更衣・シャツ交換を行い、両手抑制。主治医来
院にて状態報告。回診となった。
病棟内に受け持ち患者がいないことに気付き院内探すが見当たらず、母親から家に帰ってきたと
12651
連絡あり。受付で他業務が入り目を放した隙であった。
12652 病棟内のトイレで排泄をした後、倒れてしまっている所を面会に来た方が発見してくれた

レベル良く、状態がおちついていたが何処まで理解できているかわからず、辻褄の合わない言動 予測されるべきことであったが、同時に急変した患者があり、観察や確認が十分できなかった。抑
や、リード・ポンプを触ろうすることすることが、あったのに抑制等の対応に踏み切らなかった。
制が最初から必要でなかったか確認し、患者の全体像を把握していれば、どういう行為が生命の
危機に陥るかは判断できて当然と考えるが、リスクに対する意識の低下を痛感し、皆で再度話し
合った。

業務のあり方

業務を離れるときは他看護師に代わる。業務に専念する。

観察不足。病状に合わせたケア計画が不十分であった。

病状に合わせ早めに排泄介助等の計画を上げ援助していく。
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具体的内容
病棟内電話ＢＯＸの前を通りかかった時、左側臥位で転倒している患者を発見。車椅子にストッ
パーがかかって折らず、立ち上がった時転倒、頭部を打撲したとのこと。
病棟内不在のため、捜索したところ、病院構内を車椅子で西方向に向かっていたところを発見す
る。
病棟日誌へ記入に為麻薬金庫内の在庫確認中、麻薬坐薬を使用している患者がいないのに薬
袋があるため名前を確認しようとしたら、薬袋へ名前の記入がされていなかった。紛失や誤使用な
ど麻薬管理上大きな問題である。
病棟入り口の階段を、離院傾向がある歩行不安定な患者様が降りているところを発見する。お話
しを伺う。「向こうに行け。と言っている」と話される。幻聴に左右されての行動と思われる。
病棟入り口まで離院
病棟入院中の透析患者様の透析前の採血のとり忘れ。
病棟入口のドアの施錠がされておらず、半開きの状態であったのを発見する。精神科閉鎖病棟の
ため、施錠がされてないと離院につながることがあるため徹底している。同時刻に、ドアが開いた
ままを知らせる警報がなっていると連絡を受ける。
病棟入口の階段踊場で普段車椅子を使用している患者様が座り込んでいるところを発見する。ご
本人はあそこに車椅子があって大声で叫んでも誰も来ないと話される。
病棟病室で，翌日の２９日に張り替える麻薬のデュロテップパッチを患者に与薬した。
病棟訪室後2、3分後に音がした為、再訪室するとベッド柵を乗り終えてマットの上に転落してい
た。
病棟名を間違えてフィルムを出力、訂正し再出力
病棟用医療材料補充カートの転倒、搬送時にエレベーターから降ろすときに勢いあまって転倒さ
せた。患者への影響はない。
病棟裏側で患者様のヘッドギアを発見する。女子トイレの窓の外に投げすててあった。
病棟廊下に腹ばいで横になっているところを発見する。口唇より出血、右第１歯より出血あり。
BP=121ー76mmHg、BT=３５．７度、P=102
病理検査結果報告書（委託検査）に別人の結果が貼付されていたのに気付かず、そのまま担当
医に報告書を提出した。後日、委託業者から検査結果を間違って貼付したのでは？との問い合わ
せで、同姓別人の結果を提出した事に気付いた。担当医が、報告書を見た時点で氏名が違ってい
る事に気付き、大事には至らなかった。
病理検体受付時、依頼数と検体数を十分照合せず受け付けていた。後日、別の技師による切り
出しの段階でも気づかず、鏡検時に病理医からの指摘で分かった。提出された検体数の記録は
残しておらず、日数も経過していた為、一部の検体の所在がわからなくなった。
病理組織の異なる検体に同一の番号をつけてしまい、その後気がついたので、特染を行い区別し
た。
病理組織の結果入力時に経過、所見を違う日に貼り付けた。 主治医より指摘により確認語修正
した。
貧血のふらつきあり病室に尿器を設置していたが、患者さんは下痢しそうになり急いで病室を出よ
うとした際、ドナに点滴棒がひっかかりそのまま、前のめりでドスンと音を立てて転倒した。物音が
していったら、廊下側に倒れていた。
貧血患者さんのメチコバールを忘れる。
頻回な訪室に努めていたが、訪室時胃管カテ自己抜去していた。
頻回にライン抜去があるとの申し送りがあった患者様であったので頻回に訪床していた。同室患
者様からナースコールあり訪室すると末梢ラインを抜去していた。患者様はＰＬＴ０．９であり止血
がなかなかできずベッドサイドにも流血があった。
頻回に訪室はしていたが、ベッド柵を外し床に横になっているところを発見した。

背景・要因
車椅子のストッパーを利用していなかったこと。

安全ベルトの着用

改善策

徘徊があるため、頻回に確認していたが、休日のため職員が少なく限界があった。

巡視の強化。患者背中へ氏名、連絡先記入の検討。

麻薬用の薬袋の名前が記入漏れしやすいフォーマット（麻薬であることだけは目立つ）なのかもし 薬局の作業マニュアル見直し中。
れない。しかし、薬剤のダブルチェックを経ているのだから、薬局での作業マニュアルにも問題が
あるのかも知れない。
精神状態と行動の観察を密に行う。
離院傾向にて頻回な訪室と行動の注意。表情の観察と幻聴・妄想については主治医に報告し検
討する。
見守り不足
病棟外へ出る時は声をかけるよう本人に説明
入院中にもかかわらずカルテより病棟からの申し送りの確認が遅れた。
入院患者様のカルテは、透析前に一度目を通し指示を確認しておく。
病棟への出入りの際は必ず施錠されているか確認する。患者様にも出て行くとき入って来る時は 施錠確認の徹底を行う。
必ず確認をするよう注意を促す。
両膝関節痛で車椅子を使用されていたが車椅子を現在修理に出しているため、歩行する際は介
助することになっていた。車椅子の修理やナースコールの利用について説明したが、痴呆の為か
理解が不十分である様子。
申し送りの板のみで確認し，カルテとカレンダーで確認しなかった。

車椅子に代わるものを用意しておくべきであった。ＮＳ室で階段の監視カメラによる映像をモニター
で確認できるため、出入り口の様子に注意しながら観察を充分に行う。また、ナースコール使用に
ついてその都度説明する。
デュロテップパッチなどの何日かおきに与薬する薬はカレンダーとカルテで確認し，与薬する日が
正しいかどうか確認する。
頻回の訪室は行っていたが、頻回にベッド柵に足をかける行動が見られた時に低い座敷ベッドに 座敷ベッドに移動し、又両サイドの保護マットは隙間がないように使用していく。
変更しておくべきだった。
確認不足
確認
物理的な環境や設備上の問題点
搬送カートのエレベータ乗降の際には台紙等引いて転倒防止する。

患者様は、時々このような行為をされる。妄想活発な状態。
患者様は徘徊して過ごすことが日常的であり、日中の活動に充分注意を払わなくてはいけない
が、オムツ交換の準備に気をとられていた。
データ確認不十分。

その都度注意、観察する。
患者様の動きに細心の注意を払い、行動を予測し係わる。
ＩＤ番号とフルネームダブルで確認を行なう。

１．受付時の確認不足（検体数と依頼数の照合） ２．作業段階での確認不足 ３．提出された、検 １．提出された材料と依頼内容の照合を確実にする。２．受け取った容器の数の記録を残す。３．
体数の記録がなかった為、確認できなかった
各作業段階でも、依頼内容と材料・先に標本になった材料の確認を行う。
業務手順確認

前後の番号確認を十分にする。

日付の確認を怠った。特に今回の事例は、２回実施されており、日付けを誤った。

検査結果を入力時は、日付けの確認の徹底

ナースコールも指導していたが、患者さんが急いでいたために点滴棒をひっかけたことが原因。幸 患者さんにＮＣを指導する
い外傷､打撲なし
指示簿のみ間違えと確認不足。
患者状態把握
観察不足 危険行動を申し送られていたが、観察した時は受け答えもしっかりしていたので抑制
等の措置は取らなかった。

指示簿の確認をしっかりする。
再三胃管カテの必要性を説明し理解得られるようにする。
出血傾向にあり、ライン抜去動作のある患者様であったので抑制をさせて頂いた。

離床センサーのスイッチをオフにしていた。

離床センサーの誤作動多いため、点検を依頼。ベッドではなく、マットレスに変更する。病棟の変
更も検討する。
必要時抑制をさせて頂く。

頻回に訪床して観察していたが３時３０分頃、病室で大声がした為に訪床すると末梢点滴ラインを 観察不足
抜いていた。
不安定狭心症のためＣＡＢＧ２枝手術。術後病棟にて血圧低下、ＳＴ上昇。ＩＡＢＰ挿入し、手術室 術後の一時的な血圧低下により、バイパス流量が不足、心筋虚血が進行。下肢ＡＳＯのためＩＡＢ ＩＡＢＰを速やかに挿入可能となる血管ルートを事前にＰＴＡを施行して確保する。
にて２本バイパス追加手術。ＩＡＢＰによる右下肢虚血が生じ、新たにバイパス手術施行。
Ｐが速やかに挿入できなかった。
不隠の患者。シーネ固定し点滴中、ベッドの上で体動多いため、車椅子に移動し観察しようとした 点滴中だったため、腕にばかり気を取られ下肢に注意がいかなかった。もっと全てに気をつけるべ 不隠・転棟・転落が随分予測される患者様であり、基本的な看護行為をきちんとおこなうことが必
ところ、移動時にベッドと車椅子の間に右下肢がひっかかり、１．５ｃｍ程皮膚が擦りむけた。車椅 きだった。
要であると指導した。
子に移動後、上司に報告。患部はイソジン消毒後、３Ｍテープガーゼにて保護。主治医に報告し
た。
不隠症状あり体動が激しくあったため再々ベッドサイドへ行っていたがV側自己抜針した。
不隠患者に対する患者の針固定方法に問題があった
不隠患者に対する針の固定方法の検討
不穏あり、硬膜外チューブや点滴ルートを気にせず座位になったり体動が多かった。硬膜外
せん妄状態だが、短時間とは言え眼を離したこと。 硬膜外チューブ自体の固定をしていなかっ 側を離れない。
チューブのセットは布の袋を首からぶら下げてその中に入れていた。７時４５分に訪室したときに た。
は、異常なかったが、８時１０分に訪室すると、ベッド柵に硬膜外チューブを入れていた袋を結び付
けていた。硬膜外チューブの接続部がはずれていた。医師に報告し、医師が新しいセットに交換し
た。
不穏ありベッド柵乗り越えるため車椅子で様子を見る 車椅子よりずり落ちる
少し目を離したすきにずり落ちる
頻回に様子を見る
不穏があり、眠前に定期でリスパダール１ｃｃを内服している。内服後就寝していたが、1時間後家 家人に薬の効果についてきちんと説明できていなかった。リスパダール内服後，転倒防止として４ 家人に薬の薬効を説明し、何か変わったことがあればすぐ看護師に伝えるよう話す。リスパダー
人よりナースコールあり訪室すると、床に酸素吸入せず転がり込んでいる患者がいた。SPO2６０ 点柵をしておくべきだった。
ル内服後は4点柵をする。
台まで低下しており、酸素３L吸入し９０台までたちあがる。バイタル変動なし。病棟の医師に診察
してもらい、外傷無く、様子見でよいとの指示あり。4点柵し様子見た。
不穏があり患者様の家族が付き添っている状態。夜間一人で自室のトイレへ行きバルンカテーテ ・危険度の予測が不充分 ・患者様自身の理解度が低い
・バルンカテーテルは出来るだけ早く抜く ・夜間観察室で看る ・医師に相談し夜間ぐっすり眠れ
ルを自己抜去された。再挿入せず様子観察する
るよう薬を投与する
不穏があり抑制していた方リハビリも開始し意識もはっきりしたので抑制をはずし数日たってい
本人の抑制にたいする苦痛を訴えたため中止。正確な判断不足。
アセスメント不足なのでしっかり時間変化を検討するようにする。
た。床に座っているのを発見する。
不穏が強い患者で、いつも妻が付き添いをしていたが、妻が帰宅して、一人の時に、ベット柵(四点 土曜日でスタッフの人数がすくなかった。妻が不在だった事をしらなかった。
妻が帰宅する時は、看護師に言ってもらうように依頼し、妻不在時は、詰所など、看護師の目の届
柵）を乗り越え床に転落しているところを発見した。バイタルサイン異常なく、膝を挫傷しており、腫
くところへ移動する。必要時抑制帯を使用する。
脹はみられなかった。直ちに、医師に報告し診察してもらう。そのまま様子観察となる。妻が帰宅
する時は、看護師に言ってもらうように依頼し妻不在時は、詰所など、目の届くところへ移動させ転
落に注意する事となる。
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具体的内容
背景・要因
不穏が見られたためスタッフセンターにベッドごと移動し観察していた。すぐ側で注射の準備してい ・痴呆 ・転落したときに同室のすぐ側にはいたが、仕事上、目に入る距離にはいなかった。 ・夜
たところ、突然起きベッドの足元の方から転落した。転落する際、近くにあったサウカステンに右手 勤帯であり人数が少なかった。
をつき、前腕に5cmほど擦過傷を負う。他には打撲した様子なかった。
不穏で薬剤投与し、その後効果あり良眠していた。早朝鈍い音がした為訪室すると、しりもちをつ 持続的に観察できる環境を整える必要がある。
いていた。
不穏なのか大声を出していた患者様が家人の面会中は静かであったが、家人が帰宅後再び大声 不穏であったが大声を出すだけだったので車椅子から動くことがないかと思い込んでいた。
あり。大部屋の為(同室者が患者様の大声におびえていた。）車椅子にて他の看護師がナースス
テーションに連れてきた。ナースステーションにいることは知ってはいたが、ナースコールの対応か
ら戻ってくると中心静脈ルートを手に握っていた。主治医へ報告をした。
不穏にて不動手袋装着中の患者 朝食時は落ち着いて居られたため装着を外し自己摂取する
不穏の患者は目を離すべきでなかった
少しの間他患の様子を見に行き戻ってくるとサーフローを自己抜去していた
不穏のある患者、マイスリーを内服後休んでおられたが、２：４０にベッドに居られないことがわか ・患者の行動の予測が甘かった ・眠剤の効果がうすかった ・不穏の患者であるが入眠されると
り病棟内・トイレ・外来棟など探しているところ他病棟の看護師より連絡があり、保護されていた。 思い抑制をしなかった
その後は抑制をしたが、興奮状態であさまで覚醒しておられた
不穏のある患者さんを危険防止のため、看護師の目の届く所へベットごと移動した際、輸液ポンプ 輸液ポンプが充電されず、アラームも鳴らなかった。移動後の輸液ポンプの確認をしなかった。マ
の確認を怠り、ヘパリンの予定量がはいらなかった。
ニュアル通りしなかった。
不穏のある患者さんを車椅子でポータブル酸素を使用しながらナースステーションで見守りを行っ 患者さんの車椅子乗車中の行動範囲と酸素ルートの長さ、位置などが適切であったかどうかは不
ていた。立ち上がろうとされた拍子に酸素ボンベが倒れ、ねじの部分が破損した。
明である。
不穏のある患者で夜間帯は、家族が付き添わないので、ナースステーションにベットごと連れてき 患者が不穏状態だった。下痢であり､頻回に､トイレにいこうとしていた。
ていた。２３時の巡視に行っている間に、自分で柵を外し、床に倒れているところを発見する。ベッ
トには４点柵はしていた看護師一人はナースステーションにいたが、モニターアラームがなり、モニ
ターを見ている時に、転倒した音で気付く。その後バイタル全身状態をみて、医師に報告する。そ
のまま、様子観察する。
不穏患者が、挿入しているガストロチューブを自己抜去してしまった。意識レベルＪＣＳ10であった 意識障害のある患者に対する観察不十分。
ため、自己抜去できるとは思わなかった。
不穏患者で上肢の抑制をしていたが、昼食の為抑制をはずしていた。油断している間に中心静脈 抑制をはずしている間の監視不足。
カテーテルを自己抜去した。
不穏患者に指示の注射をする際、血圧を測るため患者に横になるよう促したところ、患者に右下 危険予測の甘さ
顎をたたかれた。
不穏危険行為あり、ナースステーションにて車椅子で経過、その間酸素ボンベを使用していたが 酸素を使用開始時に酸素容量の確認をしなかった。酸素が流量計を見ていなかった。カヌラをす
酸素が空になっていた。
ぐにはずしてしまうためそちらに気を取られた。
不穏行動あり両手抑制しミトンを使用していたが、ミトンを自力ではずし末梢自己抜針していた。 観察不足
不穏行動があったので、点滴を抜かないように、針の刺入部を包帯で巻いていた。しかし、ルート 患者要因が大きい
を途中で切断して歩いている患者を発見した。出血は無く、針を抜いた。
不穏行動が激しく病室で観察が出来なかったので、ナースステーションにベッドを移動して観察し 観察不足
ていた。他の患者様のケアで２、３分ほど傍を離れ戻ると末梢静脈ラインを自己抜去していた。
不穏行動が見られたため、セレネースを投与しようとしていた。ベッド上でゴソゴソする事はあった 観察不足。セデーションが中途半端だった。
が起上がり動作はなかったため、抑制をせずに観察していた。他患者様の体位変換を行っていた
ところ人影に気づき見ると患者様が立っていた。患者様は「寝ぼけて歩いた」と言われた。
不穏時セレネースを使用した患者様が２時間後起きだし、ベッドに戻ることを拒否。デイルームに セレネースを使用した患者様であり、精神・症状共に落ち着いていないことを考慮せずに、患者様
てベッド近くの椅子で休んでもらうが、その後椅子から転落し頭部をうってしまう。BP70mmHg代ま の側を離れて他の業務を行ってしまった。
で低下し、その後も90ー100mmHg代で経過。レベル・症状等変わりなし。
不穏症状があり夕食時ヒルナミン１錠内服するも２３時不眠の訴えあり、再度ヒルナミン１錠内服も 痴呆による不穏
その後ベッドで動き続けており、４時に訪室するとベッド下足元に倒れていた。
不穏状態が強いためナースステーションにベッドを移動して夜間、観察していた。鎮静剤を使用し 抑制すると大声を出し殴ろうとするため抑制が出来なかった。
眠っていたために少しの間眼を離すと末梢静脈ラインを自己抜去された。
不穏状態が見られなかったため、7時に抑制帯をはずした。まだ、うとうとされており、おとなしかっ 患者様の状態に対する、アセスメント不足と危機管理に対する考えの甘さがあったと思う。また、
たためそのまま退室し業務をおこなっていた。8時すぎに大部屋からラウンドしていたところ、包交 訪室時間の間隔が長すぎた。
のために訪室したスタッフにより、ルートの接続がはずれており逆血し、フィルターのところでつ
まっていた状態を発見される。脱血はなくルートはつまっていたが、トリプルルーメンのため他の
ルートを使用し、点滴は行えた。
不穏状態が続いているため、医師の指示にて適宜ホリゾンを点滴していた。しかし、状態変わらず 患者様が不穏状態であった。適宜鎮静剤を使用していたが、十分な処置が行えなかった。
末梢ルート・ＭＴを自己抜去してしまった。患者様の状態に変化は見られなかった。医師により末
梢ルートは再挿入された。
不穏状態であった為、体幹抑制、上肢の抑制、ミトンを装着していたが体動が激しく体がずれてし 観察不足
まいＮＧーＴを自己抜去してしまった。経管栄養中であったが患者様に異常はなかった。
不穏状態であり、見当識障害もある患者様であったが自分でトイレに行こうとしてベッドの横で倒 観察不足
れた。
不穏状態であり起き上がり動作等があったが奥様が付いていたので様子を見ていたが末梢静脈 異常行動はあったがライン抜去動作はなかったので抑制をせずに様子を見ていた。
ラインを自己抜去してしまった。
不穏状態にあった患者が、腹膜透析用のチューブを自己抜去してしまった。
患者が数日前より不穏・興奮状態にあったが、そのことに対するアセスメントが不足していた。
不穏状態にある患者。１時２０分巡回時入眠中であったが、その後全裸になっていることを他看護 入眠中であったため、上肢の抑制がされていなかった。
師から報告を受ける。１時５０分訪室すると、NGチューブ自己抜去していて、気切カニューレの側
面の吸引チューブを引きちぎっている。
不穏状態にある患者が、５時のオムツ交換時には変化なかったが、５時３０分の訪室するとの
切断の直接原因は不明、自分で引っ張って切ったと考えられる。患者状態とＩＶＨ適応とがマッチし
ルートが途中で切られていた。血液の汚染は無かった。直ちにクレンメで止め、当直医師に連絡し ていなかった。
医師が抜去した。
不穏状態の患者。日中より「もう退院する」と言いつづけ、落ち着かず、一度点滴を自己抜去して 不穏状態にある患者のアセスメント不足。
おり、ナースステーションで過ごす。準夜帯に入り、不穏状態続き、不穏時の指示2回使用し、家人
に電話をかけ、なんとか落ち着き消灯時、自ら自室へ戻る。が、入眠せず叫びつづける。看護師
が、訪室すると一時的に落ち着き静かになるが、またしばらくすると叫んでいる。23時30分自分で
ベット柵はずし床に降りている。一通りルート類確認整頓し、ベッドへ寝かす。その後監視カメラに
て、体動がおさまったように見えたが、0時25分、心電図モニター感知していないのにきずき、訪室
すると、点滴の本管と延長チューブの接続が外れており、脱血している。すぐに接続し、点滴ライン
の閉塞はなかった。が、その後、一旦、看護師が退室すると、点滴の側管のラインを引きちぎって
おり、点滴ライン主管のエア抜きの部分まで逆血していた。その為患者を再びナースステーション
に連れて来て、不穏時の3回目の指示の注射をするが、結局朝まで落ち着かず、入眠できず、
ナースステーションで過ごした。
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改善策
考えられる方法はしていた。（患者が動くと分かるように衣類に鈴をつけた。患者をスタッフセン
ターに移動させ観察した。ベッドは片方を壁につけておいた。ベッド柵を全てつけると乗り越える恐
れがあったため足元の柵を１つはずし、テープに鈴をつけて柵がないところにかけておいた。）
24時間目が行きどくような環境を考える。
患者様の側を離れずに付き添っているがベッドに臥床させる配慮が必要であった。患者様家族に
も出来るだけ協力を得られるように働きかける。
不動手袋を外すのであれば終始付き添うべきであった
・医師に依頼し眠剤の変更をする ・家族の承諾を得て抑制する
医療機器の点検をしっかりしてもらうことと、不良部品の早期交換依頼。
急性期病棟において24時間体制の見守りには限界があり、時間帯によっては家族の協力を依頼
する。ポータブル酸素が倒れないように固定をする。
サークルベットもしくは、ベットマットを床にしく。必ず柵が取れないように紐で結んでおく。

家族の承諾、協力を得た上で安全確保のための抑制
常に観察を充分にする。
危険を予測し看護師同士声を掛け合う
長時間使用するときには、酸素容量と切れる時間を把握しておく。流量計にも注意を払う。
頻回に訪床して観察する。
点滴中は、監視を行い、ルートは留置しない。
危険行動が激しい時は目を離さないように他の看護師にも観察を依頼する。家族の方に協力して
もらいついてもらう。
中途半端な状態にせずセデーションを行うのならしっかり行う。 不穏行動がある患者様から離れ
る時はうとうとしているからと安心せずに他者に観察を依頼するか抑制をさせて頂く。
ベッドに戻ることを拒否された場合、車椅子の移乗してもらい、一緒に移動する。または安全ベル
ト等使用する。
その前にも不穏あったが、ヒルナミンを再度内服していたので、車椅子移乗し看護室で過ごしても
らうか迷ったが、連れて来るべきだった。
家族の方の協力を得て傍に付いてもらう。やむを得ない時は抑制をさせていただく。
抑制帯をはずした後は、頻回訪室をする。本当に抑制帯をはずしても良いか再度アセスメントす
る。はずした後は他のスタッフにも声をかけ、目が行き届くようにする。

薬剤使用において、患者様の状態に対して適切な使用をする。危険行動が発生する前に使用し、
予防していく。
不穏行動、体動の激しい患者様の抑制は確実に行う。 頻回に訪床し観察する。
頻回に訪床して観察する。 目の届きやすい病室に移動する。
奥様の許可を頂いて抑制をさせていただいた。
Drと相談し、事前に抑制同意書を取り、興奮状態にあるときは、ミトンもしくは抑制を行う。
たとえ入眠中であっても危険行動が突然起きることをも予測し、行動しなければならない。
患者状態によりＩＶＨ適応を考慮する。訪室を頻回に行う。
不穏状態にある患者は、いくらカメラで監視していても、一瞬のすきに危険行動に移る恐れがあ
る。しっかり入眠するまで見守る必要があった。また不穏時の指示をはやめに使用すべきであっ
た。夜間帯に不穏患者にどう看護するか今後の課題である。
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具体的内容
背景・要因
不完全イレウスにより入院されている患者様で27日朝より内服開始の指示と本人持参薬2日分
27日当日朝から服用させる内服薬の準備が、直前になって実施したことで、しっかりとした確認が
（27日、28日）を取り出しカーデックスにはさんであった。食前の漢方薬があり、前回入院時は食後 できていなかったこと。
に内服していたため漢方薬を食後薬にホッチキスで止め同時に2日分（27日、28日）を一緒にホッ
チキスで止めてしまい内服（27日、朝、昼）させてしまったこと。Ｄｒに報告し患者観察のところ特変
はなかった。
不潔行為があり、手に便がついている。ズボンの下にオムツは着用していない。トイレ内奥の便器 説明をするが患者様の理解力がない。
内オムツを詰め込んでいた。衣類を交換した。
不随運動増強にて筋弛緩薬が増量となった。医師は患者家族に説明しており、自らも訪室時も家 思いこみ、薬が手渡されたか患者さま（家族）に確認をしなかった。
人に増量の説明をしていた。エンシュアリキッドとリオレサールが病棟に届いていたが数分して置
いてあった場所になかったため、他のスタッフが患者さまに渡してくれたと思い込んでしまった。結
局患者様には届いておらず、次の日エンシュアの保管場所からリオレサールが出てきた。
不精してﾍﾞｯﾄﾞに乗ったまま床頭台のお茶を取ろうとして、滑りﾍﾞｯﾄﾞから転落。（自宅の家族より湿 ベッド周辺の床頭台など環境整備が不足していた。
布薬の希望の電話があり転落が判明した）
不眠にてカルテの25日の約束指示を見てセルシン(10)１A静注する。次夜勤者に指摘され、26日 カルテしか見ずに指示を施行した。カルテを隅々まで見れていなかった。
に新にセルシン(5)１A静注の指示があることを知る。セルシン(10)１A静注時、呼吸抑制などはなく
患者に変わりはなかった。
不眠にて車イスに乗り、安全ベルト使用にてプレイルームにてテレビを見ていた。カルテ整理中に ・薬剤の入っている戸棚にカギがかかっていなかった。 ・手の届くところに薬剤がおいてあった。
ガタンの音がした為患者のところへ行くと処置用のトレイを置いてある棚が開いていて、本人の口 ・見える位置にいなかった。
がモグモグしていた。開口させると、0.05％ヘキザック綿球が2ヶ出てきた。
不眠により指示の睡眠薬を追加与薬。50分後、排尿の為ベッドサイド設置のポータブルトイレに移 睡眠薬の追加与薬と発熱が重なり、ふらつきにより転倒した。
動時ふらつき転倒する。
不眠のある患者で、マイスリー１錠内服した時、不隠状態がみられたため。翌日マイスリーを１／２ マイスリー１錠で以前不隠であったため、１／２錠でも不隠などが予測できたが、眠剤の変更や眠
錠与える。その日は不隠なく「良く眠れた」とのこと。本日も本人の希望あればマイスリー１／２錠 剤内服の危険について本人への説明不足もあった。また下肢のＥＤもあり、夜間ポータブルトイレ
をと医師より指示あり。本人より眠剤希望あり。不隠状況が出現したこともあり「どうしても眠れな を使用していた。眠剤服用によりさらに転倒の危険が予測できたはず。頻回な訪室など観察が不
い時のみにしましょう」と説明するが、「やはり眠れない」とのことでマイスリー１／２錠内服。その後 十分であった。
同室患者よりナースコールあり。訪室すると同室患者のベッド横の床に座り込んでいる。同室患者
より「ドン」という音が聞かれたと。転倒はみていないとのこと。不隠気味でどこを打ったのか不明。
外傷なし。バイタルサイン異常なし。フラツキがみられる。医師に報告。様子観察の指示を受ける。
フラツキあるためポータブルトイレ（もともと使用していた）介助で行なうこととした。
不眠のため、生食１００ｍｌ+ロヒプノール１Ａの点滴開始し、入眠され、寝返りをしたところベットから 転落防止対策不足。観察不足。
転落あり。ベット柵を使用してなかったため転落した。
不眠のため、精神科より安定剤の処方がある患者。医師の指示は、「寝る前にレキソタン１錠、
他の業務をしていて、忙しかった。申し送りミス。
ユーロジン１錠を内服、不眠時にアモバン１錠追加」というものであった。２１時３０分頃、他の患者
の排泄行為の介助をしていた時に、他の看護師よりその患者が寝る前の薬を希望されているので
配る旨、報告があったので、お願いした。しかし、薬がワゴンに置いていることを伝え忘れたため、
その看護師は詰所の薬箱の不眠時頓用のアモバン１錠を患者に飲ませた。本来は、レキソタン１
錠、ユーロジン１錠を眠前服用、効かなければアモバン１錠追加であったのに、アモバンを先に服
用させてしまった。患者本人が気付き発覚。医師に連絡、今回はそのままでよい旨、指示を受け
た。
不眠のため眠剤服用し、すぐに喫煙コーナーのソファーで入眠していた。気になっていたが他患者 患者状態把握
もいたため予防していなかった。物音がして見に行くと転落していた。眼瞼部切創あり、救急外来
にて処置する。
不眠のため眠剤服用していた。同室者よりナースコールありトイレに行く際スリッパですべり転倒。 患者状態把握
異常なし。
不眠の訴えあり､他の看護師と医師指示箋を照合しマイスリー２Ｔを渡したが、それは、内科時の 指示箋の確認時に内科支持箋をみてしまった。ＯＰ後指示を混在するならば、古い指示箋を別綴
指示で、外科転科後はリスミーかロヒプノールと指示されていた。翌日日勤者が間違いを発覚した じするなども必要か？
不眠の訴えある患者で、アモバン半錠内服するも、その後も不眠続き、看護師介助でトイレに行っ 本人の希望どおりデイルームに移動したが、自室のまま様子を見るべきであった。
たり、洗面所でうがいをしたり、車椅子で詰所にも長時間いた。６時１０分、患者は外に出たいとい
い、デイルームへ車椅子で移動させ、インターホンを押せるようにセットし、何かあれば押すように
患者に説明し、その場を離れた。６時４４分、患者が倒れているところを業者が発見、車椅子の前
方に倒れ、前頭部を打撲、車椅子から立ち上がろうとして転倒したらしい。頭痛軽度あり、嘔吐な
し。主治医診察後、経過観察となる。
不眠時に時々マイスリーを内服されている患者で、昨晩も眠前にマイスリー１錠内服され、夜間は 眠剤を内服していたというアセスメント不足
良眠できていた。６：３０に起床された。６：４５ナースコールあり、訪室するとベッドサイドで転倒して
いた。疼痛なし、打撲の跡なし、バイタルサイン著変なし。四肢の痺れ、運動障害なし。主治医に
報告し、当番医の診察受けるよう指示される。
不眠時の指示を１，３の順で実施してしまった。与薬した後、カーデックス記載時に気付いた。主治 動きまわって落ち着かない状態のなかでちょうど椅子に座り、与薬するタイミングと慌ててしまい、
医に報告し、様子観察の指示を受ける。以後の不眠時の指示を確認した。
確認不足だった。
不眠時マイスリー（５）１錠の指示が出ていたが本日よりレンドルミン１錠に変更になっていたのに 準夜帯であり忙しく、転棟当日であり患者の情報確認不足であった。
気付かず、マイスリー（５）１錠を投与した。
付き添いからの知らせで訪床すると中心静脈ラインが抜去されていた。
観察不足
付き添いの奥様が食事のために病室を離れられたので、頻回に訪床して観察していたが、訪床す 観察不足
ると末梢静脈ラインを自己抜去してベッド柵に縛り付けてあった。
付き添いの家族が朝と昼の薬を間違えて服用したことに気づき、調査した結果、前日の薬のチェッ 薬のチェック時の不注意。
クの時点で入れ間違いだったことが判明。
付き添いの母親がミルクを温めるため、児に背を向けた際、ベッドから転落した。
母親は、事故の予測ができていなかった。医療従事者の説明不足。

付き添いの母親へ寝る前の薬を渡し、飲んでもらうよう声かけをした。翌朝、母親より薬を飲まし忘
れたといわれた。
付き添いの方よりコールあり。訪室するとベッドサイドに支えられながら座りこんでいた。BP：
135/109 P：93 擦過傷、血腫等、外傷見られず。2人がかりでかかえてベッドへ戻る。当直Drへ
12736
報告。診察を仰ぐ。眠剤の影響か、疼痛の有無・程度はっきりとせず。Dr診察され様子見となる。4
点柵とし、柵嫌がるも、しばらくすると入眠。4点柵のままとする。
付き添い者が目を離した隙に患者さんが行方不明となる。職員にて捜索したところ、待合のソ
12737
ファーで横になられていた為、付き添い者が行方を見失った事が判明。
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毎日の事なので大丈夫だろうという思い込みがあった。

改善策
2日分の薬を一緒に置かない（カーデックスにはさまない）。薬は決められた場所に置くこと。確認
はマニュアルどうりに実施することを徹底する。

患者様の様子観察を密に行う。放尿、便をいじることが頻回に発生ししたため、家族と相談しつな
ぎを着用とする。
思い込まない。確認をする

高齢でもあり、取り易い位置に床頭台を設置。
カルテだけでなくカーデックスに拾ってある指示も確認し施行するようにする。指示確認の際患者
の状態と指示内容が合っているかを見て実施する。
・戸棚にカギをかける。 ・見える位置に移動する。
インシデント発生後、ベッド柵設置を３ヶ所から４ヶ所に増やす。患者様に排泄時はナースコールを
押すように説明する。
眠剤の内服時間が何時ごろであったか、内服時間も考慮する必要がある。また眠剤服用時に服
用後の副作用や、起きやすいことを説明したうえで、やはり夜間はナースコールを押して知らせる
ように説明を徹底いくことが必要と考える。

眠剤使用のため、方向困難と判断し、両サイドベット柵を使用し、トイレ歩行時、ナースコール呼び
出し依頼。尿瓶設置。
眠剤は患者の状態を把握しているリーダーが責任をもって配ることに決定しているので、もっと責
任を持つよう指導した。また、依頼する時は、きちんと伝えるべきである。

自室ベットの利用を促す。
排尿時はナースコールするよう指導。
必ず、一番新しい指示箋を確認する習慣をつけることを指導した
転倒の危険の高い患者には充分注意してケアするよう再指導。

眠剤を内服された翌朝の起床時の移動は、看護師が付き添うことを説明しておく。

準備する時、与薬する時の確認を怠らない。慌てず、落ち着いて行動する。
心に余裕を持ってカルテで確実に確認していく必要がある。
ラインの必要性を繰り返し説明する。付き添いが居ても必要時はミトンなどを使用してもらう。
危険動作のある患者様の傍を離れる時は抑制をさせていただく。
最終確認時のチェックの強化、指差し確認。加えて患者様への指導も強化する。
患児の発達行動や危険性など、日常のかかわりの中で母親と共有し協力関係をもてるようにして
いく。
思い込みはなくし、必ず内服の確認を行う。

眠剤の内服、ソセゴン筋注しており、効きすぎたためか、柵も3点しかしておらず寝たままベッドより 柵を嫌がる患者であるため、入眠確認後、4点柵を使用していく。夜間、離床お知らせナースコー
転落してしまった。
ルの使用を検討する。
患者さんの痴呆の状態と、当日は事務科所属長が休みで、院内の指揮命令系統に不足が生じ
た。また、他部署所属長クラスの代行についても適切になされなかった。
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不測の事態が発生の場合の対応を再確認する。

12738

12739

12740
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12742

12743

12744
12745

12746

12747
12748
12749
12750
12751
12752

具体的内容
付き添っていた母が、入浴しに行くため患児をナースステーションで預かった。預かった時点で
は、コット内でおとなしくしていたが、だんだん機嫌が悪くなってきたのであやしているも落ち着か
ず、おんぶをしてあやそうと思った。３人の看護師で市販のおんぶひもを使い、患児を一人の看護
師の背中におんぶさせた。左右に体を揺さぶりながらあやしているとき、「プチッ、プチッ」っとおん
ぶひもの止め具が外れる音が聞こえ、患児を支えようとしたが間に合わず左側顔面より床へ（１．
２ｍほど）転落する。患児はすぐに啼泣し、左額部、腹部、背部に発赤、腫脹が認められた。すぐ
に医師が診察し、レントゲン撮影をするが骨折等の異常はみられなかった。
付属器切除術当日の患者に、準夜で施行すべき深部静脈血栓予防のＡＶインパルスを行なわな
かった。 受け持ちの助産師は分娩介助のため当該患者のケアができず、他のチームである当該
看護師が替わりにケアしていた。深夜３時に、深夜勤務の看護師が「記録がないが実施したのか」
と確認したため、未実施に気がついた。
夫の外来受診の付き添いで来院中。外来ホールのｿﾌｧの角につまづき、前方に倒れた状態を発
見。前胸部辺の痛みあり、内科受診後、湿布薬投与され帰宅。
夫の面会あり、面会室にて話をしていたが、面会室より急に廊下のほうへと飛び出したのを目撃。
他患者より「タバコを頼んだので見に行ったのでは・・・」との報告あり。ロビーを見に行くも姿が見
えず、病棟へ戻ると面会室に夫がおり話を聞くと普通に話しをしていたが、家に帰りたいと言って
いたとの報告あり。後日主治医と退院についての面談をすることで本人納得。
婦人科が3件あり、全て同じ部屋でオペする予定だった。二例目の患者様だが、女児が出産され、
助産師よりネームバンドにフルネームで書くよう依頼在り、横に置いてあった手術伝票で名前を見
てフルネームで書いたのだが、違う患者の名前だった。
婦人科から、外科に転科しOPとなった患者がしばらくICU管理となった。転棟となった際の注射指
示が、ICUとのシステムの違い(ICUではSPD管理ではなく、注射ワークシートもない）で、指示の見
落とし、注射の準備不足があり、準夜帯でいかなといけない注射（抗生剤等）をいかなかった。

多忙であった。（手術３名、分娩１名）高齢初産婦が分娩室入室となり、受け持ち助産師及び遅出
勤務者が手が離せなくなり、申し送りがないまま急遽、３６名の患者を看る事になった。付属器摘
出術クリニカルパスではＡＶインパルスはしないので、当該患者もないものと思い込んでいた。指
示・処置の確認をしっかり行なう余裕がなかった
行き来の多い側の方にソファーを配置し、通路がやや狭かった
面会中の出来事で状況を把握するのに時間がかかってしまった。

婦人科3件あったが、きちんと患者別に物品を分けていなかったため、違う患者の手術伝票とまち
がえてしまった。 カイザーは早いので、早くガーゼカウントをしなければと、次のことを考えてい
た。
日勤者との申し送りの際、注射の内容物がまだなく、薬局から上がってきたら準備をしておくとの
事であった。実際に準備してあったものはIVHの本体のみであり、側管のものは準備がなかった。
またICUではICU医師指示簿にそって注射をしているが、病棟では注射ワークシートによって確認
している。その為、翌日の注射ワークシートがファイルに挟まれており、その内容では測管の点滴
指示は日中だけの指示になっており、夜間はIVHの本体のみになっていた。入院カルテの医師指
示欄の注射指示も同じであり、間違いないと確認してしまった。（入院カルテの医師指示簿、注射
ワークシートを入力されたのが、外科のDrではなく婦人科のDrだったらしく、抗生剤等が朝だけの
指示になっていた。）ICU医師指示簿には夜の分の側管注射指示もあったが、普段見慣れていな
いため、側管分の欄を見落としてしまった。
婦人科のケモ患者の朝の8時開始のラクテックをし忘れ
深夜帯休憩がなかった
婦人科の子宮全摘術で硬膜外カテーテルを挿入した。チューブを挿入し終わってテープで固定し、 仰臥位になった際にテンションがかかってしまった可能性がある。
仰臥位にもどって麻酔導入となった。テープを貼る際もチューブのずれや亀裂等は見られなかっ
た。その後すぐ自分は次の手術があったため退出した。手術終了後に外廻り看護師からチューブ
の抜去があったことを聞いた。
婦人科の手術で、術中に自己血をとるために右前腕を駆血した。麻酔医が血液を脱血終了時、駆 麻酔科医が、脱血終了時駆血帯をとり忘れた。
血帯を取らねばならなかったが、取り忘れてしまい術後手覆いを取った際に看護師が発見する。
駆血帯をすぐに除去する。圧痕、浮腫を認めた.
婦人科の腹腔鏡下手術で使用する0度のカメラの先端部を、くもり止めのため、温生食水の入った ・スムーズに手術ができるようにと気持ちに焦りがあった。 ・金カップにカメラを入れた時、手で
金カップで温めていた際、金カップが倒れ、0度のカメラが床に落ち手術中使用出来なくなってし しっかりカメラを支えていなかった。
まった。
布団に包まったままベッド左側へ転落したと患者からの訴えあり
ベッド柵を右側のみ２点設置していた
布団に包まって床に転落していた （ベッド下に落ちた物を取る動作をしていて転落）
布団を乗り越えて転落した。
布団類をいれる庫の中にドローシーツ７枚が放ってあった。正しい置き場に袋を入れ、預けた。
普段から酸素ボンベを引いてトイレ歩行している患者のトイレから出てきた様子がふらついている
ため、声をかけると、トイレで転んだと話した。外傷なし。

普段から足元のふらつきのある患者であった。入浴が終わり脱衣所にて更衣を行っていた。浴室
には介助の必要な患者がみえ、また患者は看護師がそばにいると稍依存的な所もあったため、患
者には危険であるため椅子に座って更衣するように伝え、浴室から時々脱衣所の方を見ていた。
しかし、目を離した時に、立ち上がって更衣しておりそのまま転倒してしまった。
普段は付き添いさんがおられたが、当日いない間にポータブルトイレを使用しようとカーテンを引こ
12754
うとして 転倒していた。面会に来られた方が見つける。ベットに戻し医師の診察を受ける。
普段内服薬は分２で与薬。昨日より臨時薬が処方されていたのは、認識していた。しかし、臨時薬
12755 を分２と思い込み、薬の準備をしなかったため昼の１回分を与薬するのを忘れた。
12753

背景・要因
改善策
・患児が落ち着かないため、おんぶをしてあやしながら仕事をしていた。 ・おんぶをするとき、数 ・おんぶをしながら仕事をすることは、原則として行わない。 ・やむを得ずおんぶをするときのお
人の看護師が手をかけており、止め具を確認するための責任の所在が不明確であった。 ・止め んぶ紐は、単純な構造のものにする。 ・おんぶをするときは、役割分担を明確にして、安全にお
具が数箇所あり、しっかりはまっていなくても一見はまっているようにみえる構造であった。
んぶできたか確認する。

業務が多忙であっても、他のチームに患者を診てもらっている時は、少しの時間を見つけてできる
だけ重要事項やルチーンワークと違っている指示・ケアについては申し送りし、確実に業務が遂行
できるよう依頼する。また、請け負うスタッフも確認するよう、お互い声を掛け合う。
ソファｰの位置を少しずらし、通りやすいようにした。床が滑りやすいので、足元に注意されるように
説明。
家族つき濃い中の事象とはいえ、病棟内での事故であるので、今後とも観察、留意を意識付けて
いく。
部屋作り物品や薬は、オペしている患者以外のものは、別の場所に置いておく。ネームバンドはカ
ルテを見てかく。書いたら助産師に確認してもらう。
申し送りの際にどこまで準備してあるのか、明確にすべきであった。注射内容がおかしいと思いな
がらも、準備してある点滴内容と、注射ワークシート、入院カルテ指示簿があっていたため、それ
以上の疑問を抱かなかった。注射内容に不信がある時は、納得いくまで確認すべきであった。見
慣れないICU医師指示簿だからこそ、しっかり確認すべきであった。また指示は担当Dr（婦人科Dr
ではなく、外科Dr）に必ずお願いしていくようにする。

確認を再度する
チューブ固定の際の確認をしっかり行って抜去が起こらないよう配慮が必要であった。

温庵法施行する。麻酔覚醒後、右前腕の知覚、運動障害を確認し問題ないこと確認後、ＩＣＵへ退
室となる.
カメラを温める時は、第2助手の手洗いが終了し、カメラを支えてもらえる準備かできてから行なう
ようにする。

転倒・転落のリスクが低いと考えられる患者であっても、両側のベッド柵を設置する。巡視時は転
落のリスクが無いか観察する。
癌の末期で鎮痛薬使用している患者。自分で出来るとの思いが強い
１：自尊心を傷つけない様に言葉使いに注意し援助する。 ２：ベッド周囲の整理整頓をし訪室時
する事はないか必ず声かけを行なう。
２３時に転落の危険があったので対処したが、それ以降訪床しなかった。
頻回の訪問、離床センサー
以前から何度もこのような状態である。上司に報告し、各病棟に連絡していたが、一向に改善され 作業手順を確認し、一人一人が責任を持って行動する。
ない。
眠前に、ベンザリンとアモバンの2種類を内服していた。新病棟の開棟したところで、患者も転棟し 患者把握。眠剤を2種類内服していることからトイレ移動は看護師が付き添う。
て2日目であり病棟の構造を十分理解していなかった。看護師も病棟を移動した者が夜勤をしてお
り、患者の行動把握が不十分であった。
危険であると分かっていながら患者から離れており、浴室内の患者に注意をむけていた。
転倒の危険がある患者からは離れずにそばで見守ることを優先する。入浴介助は入ってもらう患
者の組み合わせを危険のないように無理のない範囲で行う。焦らない。１人では危険と思ったら他
スタッフに応援を頼む。

いつも付き添いがおられるため、一人では動かないが今日は動いてしまった。患者様や付き添い
の方に 声をかけてもらうようにする。
カルテでの情報収集時、ひろい漏れており分３処方である自覚がしなかった。分２と思い込み、与
薬車の引き出しも開けなかった。本日入浴の直接介助になっており、カルテの情報収集、薬の準
備など気持ちが雑になっていたと心理分析している。
浮腫が増強したため医師が利尿剤を増量した。自己管理をされていたが、尿の回数が少ないこと 患者教育・指導の不足と内服薬の管理、確認不十分
12756
が判明し患者さんに確認したところ服薬してないことが判明した。
腐骨摘出術中に血圧が低下したため、エホチールを準備するように医師から指示された。１０ｍｌ 確認不足 知識不足 準備した者と実施者が違った。
のシリンジに１ｍｌのエホチールを詰めて三方活栓につけた。その後外回り看護師を交替した。そ
の時に「詰めただけ」と申し送った。その後血圧が下がったために１ｍｌを静脈注射するように指示
があった。外回り看護師は１ｍｌですねと確認していれようとしたところ、医師から「そのまま１ｍｌ入
12757
れてはだめだよ。１０倍にしなければ」と注意された。傍に交替した看護師もまだ居て「原液だから
１０倍に希釈して１ｍｌ入れて」と言われた。しかし、言われた事を真剣に考えず勝手に１０倍に希
釈し使用した残りの１ｍｌが入っていると思い込み原液を１ｍｌ静脈注射してしまった。患者様の血
圧は６０台から１３０台に上昇し、ＨＲも上昇したが特に異常も無く手術が終了した。
負荷前は硝酸薬スプレーを行った後、トイレ歩行の指示であったが、患者はナースコールせずベッ 昼交代中で、人員が手薄であった。交代中、看てもらう時の簡単な情報は、相手に伝達する必要
12758
ドサイドに立っていた。
がある。
部屋から「ゴン」という音がしたため訪室すると前額部を床につけれて倒れている。意識レベル混 既往にてんかんあり以前から夜間不穏になることもあった。
12759 濁有り、全身に力が入り看護師が声掛けるも返答なく暴力的な言動あり。セルシンをＩＶ後一旦落
ち着くも不穏持続。頭部ＣＴは異常なかった。
部屋から｢ちょっと｣と声がして訪室すると、ベットサイドに倒れていた。精神疾患をもっており、2、3 患者さんの精神面の変化によるもの
日前より鬱傾向がつよくなり、前日は荷物をまとめて帰ろうとしていた。夜間、不眠訴え、レンドルミ
12760
ンを内服し、熟睡した。もともと、4点柵だったが、トイレに行った後、3点柵になっていた。「ベットか
ら降りて滑った」と患者さんの弁
490

付添人がベットを離れるときはベット柵をしてもらい、ナースへも声を掛けてもらうように依頼する。
分２であっても分３であっても与薬車の引き出しを開ける。カルテを見るとき、準備のとき処方箋を
声だし確認を確実にする。
自己管理者の基準には合致していたが、良く聞くと、以前より自己判断で休薬、調整していたとい
う経緯の持ち主であった。自己管理者についても食後に担当看護師が確認する方法をとった。
希釈して使用する薬液は希釈してから三方活栓に付ける。シリンジに薬液と何倍に希釈したかを
記入する。

危険防止のため、カーテンは観察できるよう開けておく。交代中の必要な情報交換はする。休憩
交代であっても、安全で見れるようなメンバー配置を行う。
これ以上の見回り強化は不可能です。
こまやかな観察の徹底
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具体的内容
背景・要因
改善策
部屋からナースコールあり、トイレに行き便座に座っていた。ナースコールの説明をし、その場を離 ナースコールが部屋から押せたが、トイレではナースコールできなかった。看護師の観察が不十 観察不足のため、患者様の行動の把握をしっかり行う。その場を離れてよいか見きわめをする。
れた。５分後に様子を見に行ったら床に尻餅をついている患者様を発見する。
分だった。 リハビリ期であるため、自己トランスファーの予測をしていなかった。
部屋カレンダーにて内服薬管理中の患者。16日よりアーチスト2錠朝、夕で開始となる。投薬係が カレンダーにセットした看護師が朝に2錠だと思い込んでいた。カルテに印を押す際にも朝夕後と カレンダーにセットした後は、数だけでなく用法もきちんと確認する事が必要。
カレンダーにセットし他看護師にチェックしてもらう。19日早朝カレンダー内より薬を取り出す際に 記載されている事も見落としていた。ダブルで見た看護師もきがつかなかった。
アーチストが朝に2錠セットされている事に気がつきDr報告する。1日量は変わらない為次回から
治してもらえばよいとのこと。
部屋カレンダー使用している患者。日勤担当NS訪室時部屋にかかっているカレンダー内に本日の 看護師が配膳時事にカレンダーから薬を取り出さず、本人が自らカレンダーから薬を取り出したこ 配膳時に部屋にかかっているカレンダーから看護師が薬を摂るよう徹底する。下膳時に内服確認
昼、夕の分がないことに気がつく。周囲探すもなくゴミ箱より夕の薬袋発見する。本人に確認する と。また、下膳時に看護師がカレンダーを確認しなかった。患者が薬を内服している所だけをみて （カレンダー確認）を怠っていることも大きな原因とも考え、必ず内服確認行う。
も「朝は内服した」と訴えるが昼、夜については不明。Dr報告し本日の内服中止し、明日より内服 いた。
再開となる。
部屋に訪室すると本人が首を触っており、ＩＶＨを抜いていた。胃癌の末期状態であり、意識レベル 熱発や体力消耗が激しいため、意識がもうろうとしていた。
頻回の訪室をする。ＩＶＨルートを目に付かないようタオルなどで覆う。家人の状況が許せば付き
の低下があった。
添ってもらう
部屋の出入り口で患者様が転倒したと思われるような様子で、床に座り込んでいるのを見かけ
観察不足。痴呆があり、いつもはトイレに車椅子で介助していたが、自分で歩行できると思い歩い 頻回に訪床し観察する。車椅子でトイレ介助の患者様であるので早めに声を掛けて援助していく。
た。声をかけると「転んでしまった」と言われる。どこかぶつけなかったか問うと「ここが痛い」と言わ てしまったと思われる。
れ右大腿部外側に手をあてる。受傷した部位は発赤なし。トイレまで車椅子で介助を行ったが疼
痛あるも可動であった。その後も特に異常はなかった。
部屋の前を通りかかったところ、倒れているのを発見。ベット柵が倒れており、床頭台の上の時計 患者把握の不十分。
アセスメントシートの見直し。要注意患者リストへ上げる。
が落ちていた。転倒時の詳細不明。左手背に皮がむけ、左肩痛訴え有り。１人で移動しようとした
と本人より。
部屋の前を通りすぎた際､床に座っている患者さんを発見。トランスファー自立に至っていない患 認知力の障害があるので、患者の理解が乏しい。ベット柵が3点であった。
・ベット柵を4点とする ・ナースコールは本人が押し易い位置に変更 ・再度、本人に転倒の危険
者だが、ナースコールを押さず、一人トランスをしようとして，麻痺側が膝折れし転倒したらしい。右
性について説明し、ナースコールを押すよう指導
肋骨部を打撲したとのことで、ＸＰ撮影するも異常所見なし。
部屋を覗くと患者が床に横になり、左下肢の留置針が抜去されている。柵は4点柵のままであっ 深夜と日勤の交代時間帯であり、訪室間隔が空いてしまった。
訪室を頻回に行う。申し送り終了後すぐに部屋へ様子を見に行く。
た。下肢の痛みいわれるが、可動問題なく、外傷見られず。他のNsとベッドへ移しバイタル測定す
る。バイタル問題なく、Dr報告し頭部CT撮影の指示あり。CT問題見られず。
部屋を訪室すると患者が床にいるのを発見。本人がビスケットを食べようとオーバーテーブルに手 ・環境整備の不備 ・床が滑りやすくオーバーテーブルに物散乱 ・オーバーテーブルを不用なの ・ベッドの寄せてある窓際の方に物を置く ・床で滑らないようにゴムマットを設置 ・Ｌ字の棚を置く
を伸ばして滑ってしまったとのこと。ディルームで食事摂取しているのにオーバーテーブルを置い に置いていてそこに物を置いていた
ていて、床が滑りやすい状態だった。ベッドは窓に寄せて転倒予防に入院時からつとめていたが、
不十分だった。
部屋を訪室中の看護師が、隣の部屋の転倒したような物音に気付き訪室、ベッドサイドに座り込 Ｏｐｅ後４日目、動けるようになってきている患者さまであり、転倒しないよう注意が必要であった。 転倒の可能性のある患者さまを再認識するための検討。
んでいる患者さまを発見。朝だと思いトイレに行こうと思い降りたら滑って転んだとのこと。
認識の甘さがあった。
部屋持ちの看護師に患者への与薬を依頼した。同室患者に渡すべき薬を違う患者の名前で渡し ・看護師へ依頼する時に患者を間違えた ・依頼された看護師は名前を確認しないで、いわれた ・思い込みで与薬をしない ・理解できる患者には与薬の前に確認する
た。食事摂取後、与薬を終わった時にこの患者が内服していないことに気がつき患者間違いを発 まま患者へ与薬した
見した
部屋担当の患者で２人採血する方がみえた。うち１人は抗生剤の点滴をしている方であった。その 確認なしの勝手な自分の思いこみの行動。
患者さんの確認。採血をする直前にも採血を実施した後にも，ラベルで患者の確認が必要。自分
ため採決結果でもしかしたら抗生剤がなしになり，内服に切り替わるかもしれないな，と思いなが
のバンにその日の部屋持ち患者さんで採血がある方がいる場合，記入する。実施をした後に
ら点滴・採血の準備をしていた。受け持ちの部屋の患者さんの中で，抗生剤の点滴を実施してる
チェックをする。
方が二人みえた。そこで自分の中で本来採血をしなくてもよい患者さんに採血をするのだとかって
に思いこんでしまい，確認をせず患者を間違えて採血をしてしまった。
部分義歯作成の為試適を施行中クラスプ（ばね）の適合がよくないため仮義歯（完成前の義歯）よ ・患者様の十分な口腔内観察（咽頭が開いていないか等） ・歯科はクラスプをはじめいわゆる「か 口腔内に小さいものを放置するのは避けるべきである。口腔内で操作する事は避けるべきであ
り一度クラスプを外し、調整を行っていた。仮義歯及びクラスプを口腔内から外す際適合のよくな ぶせもの」と言われるインレー、クラウンなど構造上小さく複雑な形態で飲み込みやすく手指では る。
いクラスプを把持せずに義歯を外した為歯牙から容易に外れ咽頭へ入った。何度か吐き出させよ 容易に取り出せないものを多く扱っている
うとしたが、吐き出されず口腔内にクラスプがない事を確認誤嚥を認めた。直ちに上司に報告。患
者様にも状況を説明同意を得て胸部ＸーＰ撮影を施行。胃部に金属様不透過像を認めた。今後腸
管内にひっかかり、便での排出が困難になる恐れがあるため、後日腹部ＸーＰ撮影を施行し経過
観察を行う予定。その旨を患者様に説明した。
風疹ワクチン接種目的で、母と来院していた児に、医師の診察介助の際、麻疹ワクチンを医師に 確認ミス
スタッフ同士でのＷチェックの徹底。カルテとの照合をする。すべての行動において、自分自身の
手渡してしまった。 医師が、患者様の体調を確認、聴診、触診しいる間に、ワクチンを注射器に
中での思い込みをなくし、カルテなどの照らし合わせを徹底させる。
つめるのだが、用意した時点での確認、Ｗチェック、接種前注射器へ詰める際の確認を、怠ってし
まった。麻疹 ワクチンを風疹ワクチンと思い込み、注射液の入った注射器を手渡してしまった。接
種後、カルテ、母子手帳に記入時間違えに気付き、１ヶ月後に風疹ワクチン接種することになって
しまった。
風呂に入ろうとしてノブを回して風呂場に入ったところ、ノブを持っていたまま、すべり右肩を打っ 自立した患者様で、特に関与していなかった。他の患者様の援助に関わっており、発生時に判明 自立した患者様でも、入浴時、入浴中の声かけなどが必要であった。
た。
した。
風呂場から脱衣所へは段差があり、一人で入浴していた患者が段差につまずいて転倒、ナース ・体力低下等の身体的要因把握不足 ・設備の問題
・身体的能力にあった介助方法の検討 ・施設へ段差解消への要望
コールがあり、患者の申し出より発覚した。打撲等はなし。
副作用（咳）のため薬剤を変更した患者に又もとの薬を処方してしまった
処方医の注意不足
処方禁忌薬剤の登録
副鼻腔後前位にて、ネックレス、ピン止め等の金属類がないか確認したが、背中の服のファス
確認はしたが確認もれがあった。
十分に確認すること。
ナーがあることを確認せず、フィルム上に写ってしまった。患者様に説明して、了解を得て再撮し
た。
服薬ケースに５日朝分の薬をセットしているときに「定期」と「臨時」で２Ｐあるが、同種の薬が入っ １日の処方箋提出時に、５日からの処方箋に「変更」のメモ的な記入を行うか、「×」をする必要が Ｄｒの診察時は調剤変更が非常に多く、薬に関してのニアミスはずっと継続している。「処方発行日
ていることに気づく。処方箋を確認すると１日に７ＴＤ臨時処方対応ともう１枚、処方内容の異なる あった。どちらを服用させて良いか判断できず薬を延長して対応した。１日の日勤者の出勤により の薬変更」というのではできないのか？チェックシステムを強化するより他に方法がないのか検討
定期処方が５日に７ＴＤダブル処方されていた。
臨時処方対応が正しいとわかった。
する。
服薬トレーニング中の患者様が、次の日の外出のための準備の確認を行った。その際、患者様が 服薬トレーニング中の患者様への観察不足であった。時間外での外泊・外出であったため確認が 時間外の外出でも確認を徹底する。職員が少ない時でも対応できるように事前の準備が必要であ
「昼薬はなくすと困るから朝持っていく」とのことであったので昼薬をトレーニングケースに入れたま おざなりになってしまった。
る旨、申し送り、注意した。
まにした。申し送り途中に、患者様がその昼薬を持参せずに外出したことに気づく。
服薬の観察中、患者様がＮＳから薬を手渡され、飲んだ直後、薬が落ちたと思った。しかし、患者 患者様が飲む時、口元を確実に観察していたので気が付いた。
嚥下するまでの確認をしているため早期に発見することができた。
様は「落としていないよ」とはなされる。しかし、机の下を這って探すとピンクの小さな錠剤を発見す
る。
服薬確認が必要な患者。バイアスピリンを内服していなかったため服用を促すと「内服します」と返 確認不足
内服確認の計画が立てられている患者には、その場で服用を確認する
答があった。次の勤務帯で内服していないことを発見された
服薬確認の忘れ。
不注意。
決定事項を忘れずに確実に実行できるよう、日々トレーニングをする。
服薬指導中に薬剤の内容を見て、間違いに気づく。「大建中湯」と「猪苓湯」が混在していた。内服 薬剤の調剤時に包装が似ていて間違えた。２重のチエック体制を取っていたが、確認されないま 製薬会社に包装の色が似ていて間違いやすくなっていることを伝える。確かな確認に心がける
した形跡有り、主治医報告し、本人へ包装が似ていて間違えたことと、薬効の違いとあまり影響が まとなった。
ないことについて説明を行う。
服薬自己管理されている患者様が、「４日から１０日までの朝食後に服用する糖尿病薬を今朝ま これまでは、他の朝薬と同じ薬包に糖尿病薬が入っていたが、今回は、別の薬包に分かれてい 毎食後の薬の他に糖尿病薬があるので、一週間分全ての糖尿病薬に日付を入れるか、毎食後の
でに飲んでしまった」と夜勤明けの患者様から報告を受ける。
た。「しっかりされている方なのでそのまま本人に説明し、渡した。」と別のＮＳより報告を受ける。 薬と一緒にホチキスで止める。
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具体的内容
服薬自己管理の患者様であったが、心臓の薬と喘息の薬を勘違いして喘息発作が出たときに自
分で夕薬から抜いて飲んでいたことが判明。Ｄｒに報告し、服薬自己管理からＮＳ管理へ変更す
る。
服薬自己管理をさせれている患者様が眠前薬を開封したところ、薬１錠がズボンの足の上に落ち
てしまった。職員と患者様で落ちた薬を探したところ薬を発見することができた。
服薬自己管理患者が朝食後２日分の薬を服用。
服薬自己管理者の患者様がポケットから床頭台の鍵を出したところ、薬が１個ポケットから出てき
ました。と職員から報告を受ける。
服用中止の処方を調剤して渡してしまう。六日間オイグルコンを服用させてしまった

背景・要因
改善策
薬に対する理解が乏しく、自分で勝手に服薬の仕方を変えないように指導してから自己管理とす 何でもＮＳに相談するよう説明する。自己管理者に対し、常に受持ちＮＳが介入して管理者との信
るべきであった。
頼関係を深めていく必要がある。服薬チェック表でチェックしていても不確実であることを認識して
服薬を援助していく。
薬を開封するときは、常に気をつけながらゆっくりと開けるように声かけすべきであった
薬の袋を開けるときは気をつけて行うように話した。
服薬自己管理可能患者かの判断の問題点。
患者様に確認すると「昼に飲もうと思った。」と話される。服薬自己管理の意味を説明した。

服薬をＮＳ室管理に変更
患者様に服薬の重要性を説明し、理解してもらい正しい方法で服用するよう、指導する。

処方変更の見落とし。監査不十分

薬局…中止になった処方に区別をつける。病棟…意識して薬を作る。薬をパウダーにしている為
発見が遅れたため薬包紙に印字してもらえないか相談する。
撮影前には必ずオーダー画面と検査伝票の確認を実施すること

腹から骨盤ＣＴの単純・造影撮影のオーダーであったが、腹部 肝から腎の撮影と部位を誤り、ＣＴ オーダー画面と検査伝票の確認をしない為、撮影部位を誤った。
検査を実施
腹臥位にてＯＰＥを行うため、フェイスガードを使用した。仰臥位から腹臥位に体位変換する際に 事前に患者様の顔に異常はいこと（表皮剥離した部分にだけふきでものや、その他の異常）を確
は麻酔医がフェイスガードを固定し、挿管チューブがあたったりフェイスガードがずれないように注 認しておらず、そのために何の対応も行っていなかった。病棟に申し送っただけで良しと考えてし
意しておこなった。 ＯＰＥ後、抜管したあとで頬に表皮剥離があることに気がつき、麻酔医と原因 まった。
について考えたが、挿管チューブ固定のテープがあたるような場所ではなく、腹臥位になったあと
にフェイスガードがずれていないことは確認していたため、フェイスガードのクッションそのものに原
因があったのではないかという話をし、病棟にも申し送ったが、担当医師に連絡をしていなかっ
た。
腹臥位時、胸腔ドレーンを右側から左側に移動させて行なった。一旦、レギュレーターからはずし ・不注意 ・患者の状態把握不足 ・不適切な管理
たが、レギュレーターを再接続するのを忘れてしまっていた。患者様の変化は認めなかった。 昼
の交代の看護師が発見した。すぐにレギュレーターを接続し管理した。
腹腔のプリーツドレーンの固定が外れ、皮下のあった。
固定の緩み
腹腔鏡下幽門側胃切除後６日めの患者でまだ絶食中であった。不眠の訴えがあり眠前に坐薬を ・ワークシートに前日セニラン使用したことが書かれており、1個だと思い込んだ。また更なる不眠
希望されたためセニラン坐薬１個を挿入、その後入眠されていたが０時に再度目覚め不眠の訴え の訴えで追加指示の確認もせずもう1個追加で挿入したこと。 ・患者のセニランの薬袋には指示
がありセニラン坐薬1個を挿入した。その後カルテの指示を見たところセニラン1/2個であったこと 量が1個になっておりそれをそのまま鵜呑みにしてしまった。
が分かりすぐ主治医に報告、経過観察となった。
腹腔鏡視下の手術でモニター画面が曇っていたので、鏡先が曇っていないか確認しようとして、鏡 清潔物品の取り扱いについての新人教育の不足
を覗き込んだ。曇っているかどうかよくわからなかったので、徐々に顔を近づけた際、眼鏡が鏡に
当たってしまい不潔にしてしまった。
腹腔内出血の患者さんに対して、腹腔鏡検査・手術を施行した。手術終了時に膣内へガーゼを圧 手術状況の申し送り､及び確認不足、記録不足､時間不足
迫挿入したが、連絡・確認不足によりガーゼを抜去せずに退院した。退院後本人より膣内への
ガーゼが残っていることの指摘を受け（自己抜去）来院された。
腹骨盤腔の造影CTで、圧力リミットが鳴らず、第１回目終了。造影剤が入ってないことに放射線科 検査トラブル時の医師との連携など報告体制が出来ていない。
技師が気づき、看護師が漏れがないか確認するが、はっきりと確定できず。検査終了し、放射線
科医師に報告せず病棟へ。他放射線科技師の指摘で造影CTが実施出来てないことに気づいた。
再検査なしで読影となる。
腹水が多量に貯留している痴呆症のある患者の入院２日目の事故。腹水を一定量排出した後ド 患者は痴呆症があり、ドレーンの必要性を理解することができなかった。看護師Ａと医師は、患者
レーンをまとめて腹部に貼り付けていた。ドレーンを気にする様子があったため、１９時から両上肢 が問題行動を起こすことを予測していながら、抑制と巡視回数を増やす以外の予防策を行わな
を抑制していたがそれをはずしたため、看護師Ａは再度抑制を行い、頻回に訪室ていたところ、２ かった。患者が入院１から２日目の事故で、患者が環境の変化に順応していなかった。
３時までは眠っていた。鎮静剤や睡眠剤は投与していない。０時の巡視時、看護師Ａは、患者が抑
制をはずし、全裸で室内を歩行しているのを看護師が発見した。ドレーンは自分で抜いて床にあっ
た。床には、腹水が流出しており、約５００ミリリットル程度の排出があった。
腹水穿刺の際、排液が少量ずつ出ていたあと指示量まで500ml。他の患者に対し採血・対応して 他のことに気を取られていた。
いたら20分経過。患者自室を訪ねたら、指示量より1000ml多く排泄されてしまっていた。
腹水穿刺施行中、サーフロー針（腹水穿刺中の）につけたエクステンションチューブの先をカメに 腹水穿刺後ルートも確保し点滴を始めること、他の患者の見回りしリーダーに報告しなければとい
固定し、流出する腹水をカメにためていた。その際もう一箇所エクステンションチューブをベッドに う思いあり、あせっており固定忘れに気がつかなかった。
固定せずその場を離れた。その後たびたび訪室するが、固定し忘れていることに気がつかなかっ
た。腹水は２０００ｍｌまで止まることなく流出し、２０００ｍｌで止まった。止まったことに気がついた家
族が、エクステンションチューブを少し動かしたところサーフロー針が抜けてしまう。その後穿刺跡
から少量モレがあったが、あてたガーゼの上層までは汚染なくそのまま退院となる。※腹水穿刺
針抜去してしまった。
腹水穿刺中のヴィーンＦ500ml1本が追加で指示が出たが、腹水穿刺が終了し、患者より点滴終了 知識不足
の希望があったので主治医に確認をしたら、良いとの口頭指示があった。残450ml棄てて、ヘパリ
ンロックする。 申し送りで残捨ての指示がないことに気付き、主治医に依頼すると、残捨ての指
示はしていないことがわかった。患者へは主治医より経過を見て、必要であれば輸液の追加をす
ると説明があった。
腹水穿刺中の患者がいた。看護師は医師より「患者が腹水穿刺中の血圧低下を心配している為 ・腹水穿刺時、排液の速度を調整出来るものを使用していなかった。 ・看護師は腹水を何ｍｌ、何
３０分毎の血圧測定と、自然滴下だから速度調整は出来ないけど、患者が心配していたら三方活 時間で穿刺するのか指示を確認していなかった。
栓を触ってあげて」と依頼される。その後患者より速度調整の依頼があり、三方活栓では出来ない
と説明するが更に訴えがあり、三方活栓の向きを４５°にした。開始から３０分で１７５０ｍｌの腹水
が抜けてしまった。看護師は腹水穿刺の合計量およびどれくらいの時間で抜くか確認していな
かった。医師からも指示はなかった。患者には急激に多量の腹水が抜けてしまった為、不安、不
信感を与えてしまった。身体的な影響の出現は認められなかった。
腹水貯留､全身衰弱のある患者さんで、トイレ時は車椅子を使用していた。トイレに行きたいとＮＣ 介助方法に問題あり
あり、ベットから車椅子へのトランスを介助しようとしたが、下肢に力がはいらず、尻餅をついてしま
す。介助者（ＮＳ）は車椅子後方にいたため､支えきれなかった。
腹水排液500mlの指示があり、クランプ開放したが、その後他の患者の処置のため、そちらに気を 患者観察の不備、他の患者に気をとられてしまった。
とられ気がつくと700ml排液されていた。血圧低下、心身様変なく医師指示で様子観察とする。
腹帯を交換しようとしたときにIVHのルートが絡まっているのに気づかず交換をしルートがちぎれ 術後患者の腹帯交換の手順がなかった。
た。
腹痛で内科外来を受診し、検査（血液、腹部エコー）後内科外来の看護師に食事の摂取を聞いた 内科外来では、患者から食事摂取の可否を質問された場合、検査が終了していれば、受診目的
ところ、食べて良い旨の指示があったので摂取した。その後、検査結果から虫垂炎の疑いと判明 を確認せず診療までの待ち時間を利用して食事を摂って良い旨の返答をすることが多い。
して緊急手術となった。
腹痛のある患者様に対し、医師よりブスコパンの指示が出た。施注前カルテの既往歴を確認した アナムネが十分に聴取できていなかった。医師も緑内障があることを知らなかった。
が、念のため施注前に患者様に再度確認した所、緑内障があることが分かり、医師へ報告し施注
中止となった。
492

腹臥位になったときに圧迫される部分の皮膚状態を事前にしっかりと確認が必要であった。また、
今後のフォローのためにも担当医師・病棟・ＯＰＥ室看護師長に報告が必要であった。

患者の状態に注意を払う。
ドレーン固定時の確認強化
・基本にたちかえりカルテを見て確認する。 ・指示を出すときはセニラン1/2の場合はそのように
PC入力 してもらい薬袋の表示が1/2になるようにDｒの協力を得 る。
清潔操作について再学習
術後指示、申し送り項目のチェックリストの充実
・放射線科の安全管理マニュアルの見直し（ﾄﾗﾌﾞﾙ時は医師に報告指示を得る） ・注射部位の検
討、検査室の照明の調整
医師と看護師は患者が起こすであろう行動を予測し、事故防止対策を適切に実行する。医師と看
護師は、痴呆症の患者が入院してきた時には、患者と家族の理解を得て、積極的に事故防止対
策を行う。

タイマーを持ち定期的に患者の観察へいく。 第一優先事項として頭・板に記載。
処置をしたときは、患者の全身を見て忘れていることはないか確認する。また、ドレーンチューブ類
は根本から先まで見て異常ないか観察する。

輸液の残捨てについて明確に確認する。口頭での確認は特に慎重に行なう。輸液の必要性につ
いて病態生理を踏まえて理解する。

・腹水穿刺時は速度の調整が出来るものを使用する。 ・腹水穿刺時の身体の影響を理解し、穿
刺時は穿刺量と穿刺時間およびバイタルサインと呼吸状態を必ず確認する。

正しい介助技術を身につけるよう指導した
施行中の患者に対しては定期的な観察を行う。患者管理は出来る限り複数のものが確認できるよ
うな状態を保つ。
腹帯交換時のマニュアルを作り周知徹底する。
受診目的を個々の患者に確認し、必要に応じて医師に検査後の食事の可否の判定を請う。
アナムネだけに頼らず、施注前に患者様に再度確認を行う。

12809

12810

12811

具体的内容
腹痛を主訴に救急来院した患者。痛みにより歩行困難のため、ストレッチャーにて搬送。患者は
「く」の字になっていた。発進時、顔面近くに点滴棒があり、救命士がバランスを崩し、ストレッ
チャーが大きく揺れ患者は鼻根部を点滴棒で強打した。主治医に報告、診察。鼻出血なし、開閉
眼可能、様子観察となった。患者の腹痛の訴えはなくなり、本人が帰宅を希望され、帰宅となっ
た。
腹部CT（キャンセル待ち）で前投薬があり、朝、検査室へ電話し前投薬があることを伝える。１０時
頃呼び出しがあり検査室に再度電話、前投薬は病棟でするか確認したところ造影剤を使用する前
に静注するとのことで薬液はカルテと一緒におろしてほしいと言われる。その後患者はCT室へ。
検査後検査室よりTELがあり前投薬を施行しなかったため病棟ですぐしてほしいを申しおくられ、
すぐに部屋に行くも患者は散歩にいかれており１H後の施行となる。 造影剤の副作用は出現する
ことなく経過。
腹部CTのため、22Gサーフロー針を20Gに刺し替えする。逆血確認した。造影剤注入したが造影さ
れていなかった。確認したら点滴漏れになっていた。
腹部ＣＴの前処置である下剤の与薬を忘れ患者さんに指摘された。

背景・要因
患者移送時、患者の観察・安全の確認を行う。

改善策
ストレッチャー移送時は、医師または看護師が頭元に立ち、状態観察、安全確認を行うよう指導し
た。

検査室でのNSと技師との伝達不足。

前投薬は病棟でするようにする。患者さんの苦痛（２度刺すことになるので）をなくすことを考える
なら検査室でするようにする。どちらで行うかあらかじめ決定しておく。

造影剤注入前に逆血確認しなかった。

必ず造影剤注入前に逆血確認する。

指示を受けた看護師の処方準備ができていなかったことと、検査前日の担当看護師が検査予定
患者の確認を怠った。
12813 腹部ＣＴの造影賀されていなかった。点滴刺入部を見ると点滴漏れがあった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。逆血確認をしなかった。
腹部ＣＴ造影の検査を午前９時から行う予定であったが、患者様が食事をして来た為、１１時３０分 地域連携室から検査予定の連絡が内科外来に入った為、すでに食事の件の説明は済んでいると
12814
から開始となり待たせてしまった。
思ったが、地域連携室では食事の説明はされていなかった。
腹部CT造影検査(AM)予定で当日朝より絶食中だった。昼食の時間になっても放射線科から呼び 確認不足。患者への配慮不足。看護師間の連絡不足。勤続経験の浅さからくる病院内システム
出しの連絡が入らず、遅いと感じながらも昼食摂取を検査後まで待ってもらうよう患者と付添い者 の知識不足。
12815 に伝えた。16時前なった頃まだ検査が終了していないことに気付いた。ＰＣ上で確認したところ中
止入力がなされており、主治医に電話連絡すると中止はしていないとの返答。結果的にその当日
造影CTは実施できず、翌日に変更となった。
腹部エコーがあり昼食延食の患者さんに、通常どおりBSチェック（BS359mg/dl）しスケールに触知 検査の患者説明・看護師間の申し送りの問題。与薬時の確認事項問題。
していた為にノボリンR8E皮下注した。その後延食に気づきエコー室に事情を説明し急遽検査をし
12816 てもらうも、インスリン皮下注後30分での食事摂取ができずに50分後になってしまう。低血糖など
の症状は出なかった。本来前日に行なわれているべき検査説明が患者さんになされていず、検査
日に病室にあるべき検査表がなかった。
腹部エコーがあるため、朝食を延食しなければならなかったが、延食扱いになっていなかった為、 延食・絶食板に延食のことが記入されていなかった。前日のオリエンテーションができていたか否
12817
朝食を摂取してしまった。
かを確認していなかった。
腹部エコーが昼食前に終わり昼食後に朝分の内服を飲ました
そのため利尿剤が与薬できな
腹部エコーが昼前までかかり利尿剤が与薬できなかった
12818
かった
腹部エコーのため禁食の患者さんに誤ってインシュリンをＳ．Ｃしてしまった。前日､情報収集時に カーデックスへの検査の記載を止めて、ホワイトボードに集中させたばかりであったが、それのみ
ホワイトボードをみておらず、検査があることを見逃してしまった。
の情報だと抜けるということが判明した。脳外科病棟で、禁食の必要な検査があまりないというこ
12819
とも要因の１つとなった。検査の説明は誰が責任を持つのか、禁食の札は誰が届けるのかなどの
看護師間の連携について、情報の共有化についての問題
腹部エコーの為、朝食と薬待ちであったが、10:30検査終了後朝食8割摂取。下膳時他患者に呼ば
検査で食事と薬の時間がいつもの時間でなかったため、忘れてしまった。
12820
れ与薬を忘れる。11:25与薬車に未与薬のシグナルがあり、与薬忘れに気がつく。
腹部エコーの検査予定時間について説明不足があり、予定がわからずに待つことができないと
・検査に対する医療者側の説明不足 ・患者の心理状態の把握不足
12821
いって患者が腹を立てて帰宅してしまった。
腹部エコーの検査予約を1ヶ月前にした。予約日に技師の都合で検査ができなくなった。しかし連 検査日変更の連絡不備。
12822
絡が間に合わず患者が来院してしまつた。
腹部エコーを予定している患者に朝食を配膳してしまった。その後、そのことに気付かずエコーを 勤務開始時に検査予定を確認、申し送りの紙にあがっていなかったので自分で記入した。その後
12823 受けてしまった。帰室後に内服してもらおうと思いお薬カレンダーを見たところ、薬が無いことに気 に処置のノートに延食者としてあげなかった。朝の配膳に自分が参加できなかった。ベット上に延
付き患者に確認したところ、この間違いに気付いた。Drに報告した。
食のふだはあったが、配膳者は気付かなかった。
12824 腹部のパラメータで胸部を撮影。パラメータを変更し再出力
確認不足
12825 腹部の単純撮影を胸部と間違えて依頼した。
指示をよく聞いていなかった。
腹部撮影（立・臥）にて会計伝票にフィルム枚数を間違えて記入した。フィルム整理時に発見訂正 確認不足
12826
した。
12827 腹部正面Ｘ－Ｐのオーダーが、できてきたのが胸部正面のＸ－Ｐであった。
確認不足
12828 腹部正面にて撮影条件をまちがえて曝射した。すぐに気づき再撮した。
撮影時確認の怠り。
腹部造影ＣＴ検査において、透析前にＣＴ室へよって検査するとの指示が検査箋に記載されてい 連休明けの午前中の患者様が込み合っていた時間帯。
た（時間は９時から１０時の間に）。朝８時３０分に上記のような検査があることを病棟へ連絡した
12829 が、その後ＣＴ室からは病棟へ呼び出しをしなかった｡１０時１０分ごろ撮影をしていないことに気付
き、病棟へ連絡したがＣＴによらずに透析へ行ってしまったことが判明した｡すぐに医師に連絡し事
情を説明して次回の透析前に検査を実施することになった｡
腹部大動脈瘤のＩグラフトオペ後、血ガスの結果からＫ値が低く、Ｄｒより「生食50ｍｌにKCL20mq混 カリウムの危険性を分かっていながらも、「ゆっくり落とせば良い」と思っていただけで、ライン類の
12830 入して１，２時間で落として」と指示あり。点滴準備するも、そのまま大人用ラインで落としてしま
選択、ポンプを使うほどの重要性を持っていなかった。
い、ゆっくり落ちてはいたが、他スタッフがきづいた時にはほとんど落ちてしまっていた。
腹部大動脈瘤の手術患者において、手術室・回復室申し込み表（看護師使用のもの）の血液型記 ・血液型伝票からの確認を怠った。
載が本来Ｏ型のところＢ型と記載されていた。その為、手術記録用紙（看護師使用のもの）にも間
12831 違いを転記してしまう。手術室においては３者確認と患者識別ベルト、血液型伝票で確認出来て
おり、間違えなくＯ型の輸血を施行。術後ＩＣＵにて診療科よりＩＣＵ記録の血液型記載ミスが発見さ
れ、ＩＣＵ看護師から手術室看護師にも報告した。
腹部単純レントゲン撮影当日の朝食を延食する必要がないにもかかわらず延食にしてしまった。 思い込みによる確認不足。
12812

12832

腹部単純撮影の指示を胸部と間違い撮影してしまった。
完全な思い込みにより撮影をした。
腹部動脈瘤置換術ＯＰ後転入の患者。インスリンスライディングスケールＡ使用中であり、帰室時 ・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 ・医師への院内事故防止教育の問題点
間が不明のため、帰室後指示を確認するよう病棟担当者より申し送られた。通常のスライディング
Ａスケールは7，11，17，21時血糖測定、21時以外はノボリンＲ，21時はノボリンＮ使用となってい
る。21：50帰室されたため、血糖測定し主治医へスライディングＡ使用してよいか確認。指示簿にも
12834
スライディングＡと記載し、使用可と言われたため、ノボリンＮ施行した。その後パス項目確認する
と、血糖測定時間が6時間毎となっていた。再度スライディング表を確認すると、「Ｎなし」と記載さ
れていた。指示は6時間毎血糖測定し、スライディングＡ表のスケールのみをノボリンＲで施行する
ということだった。
12835 腹部立位ＡーＰで撮影したがＰーＡを選択してしまった。画像反転して提出。
入力時確認の怠り。
12833
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検査手順にしたがって個人に指導。
手順の遵守
検査依頼の時は内科で日程を決めてから連携室に伝える。地域連携室のマニュアルを作成。
コンピューターシステムの再考。看護師の検査確認手順の見直し・徹底。同一勤務者同士の情報
の共有と協力。

検査時の説明。申し送りの徹底

前日オリエンテーションの徹底・延食・絶食記入の確認当日検査事項の確認
主治医に確認すべきであった
ホワイトボードを見て情報収集する習慣をつける 検査説明は前日の日勤者がして、夜勤者に禁
食札を手渡す。
主治医に報告、朝薬は飲ませないでよいと指示あり、患者さまに説明した。
・検査に対するＩＣの充実を図るための医療者間での教育 ・患者の心理状態を把握し、看護師間
で情報交換し、先取り看護の実施
変更の明らかになったときは､早めの対応をする。
自分が配膳できなくても他の人にもわかるように、必ず処置のノートに記載すること・配膳時にも声
掛けすることを徹底していく。
確認
復唱して確認する。カルテで記載内容を確認してから依頼する。
確認
確認の徹底を部署に伝えた
撮影時確認をする。
ＣＴ室は９時から１０時に撮影することを知っていたのでその時間に呼び出しをしなければならな
かった｡忙しい時間帯でも確認をすること。また、朝病棟には連絡を入れたので看護師間の連絡体
制もしっかり確認しなければならない。
薬品内容の作用,副作用を把握し、適切なラインを選択する.もし、不安があれば、実施前に先輩の
スタッフに確認する.
・転記しなければならない時は、基のデータを必ず確認する。

マニュアルの徹底。 絶食が必要な検査の一覧表を作成。一覧表上、絶食が必要である検査なの
に絶食の指示が出ていないもの、またはその逆の場合について担当医に確認をとるよう徹底。
指示伝票のチェックをしっかり行う。
・処置項目は早めに内容を確認する。 ・術後指示の記載漏れのないようにする。 ・特別指示が
出ている場合は、サマリーの特記項目に記載する。 ・医師への個別指導。

入力時に再確認すること。
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具体的内容
背景・要因
改善策
腹膜炎の術後患者が、在院していた家族が病室を離れた間に、ﾐﾆﾄﾗｯｸを抜去した 個室に入室し 夜間のみでなく昼間も譫妄状態があり、十分観察する必要があると認識していた 家族に任せて 睡眠が得られるような看護の関わりを検討 家族の協力と連携
ていた 患者は、前夜に眠剤を服用していたが、十分な睡眠が得られずごそごそと動いていた
いた部分があった
腹膜透析中の患者。ＰＤカテーテル異常で一時中断していたＰＤを１６日１６：００より再開始する。 再開の指示がでていなかった。確認が不十分であった。指示の確認不十分。思いこんでいた。指 指示受けを確実に行う。一時中断し、再開始の場合は再度医師に指示を出してもらう。申し送りは
準夜でのＰＤは通常通り施行。深夜の申し送り時、７：００施行の所１０：００施行と申し送った。指 示伝票運用の問題。医師と看護職の連携不適切。
確実に行う。.
示表には１６日再開始の指示はなく、以前行っていた指示表で申し送り、１７日施行分の時間帯を
誤って申し送った（１．５％ダイアニールＰＤー２ １０００ｍｌ１日４回）。１７日日勤看護師が指示通
り１０：００施行。７：００の除水量がいくらなのか一般検温表を見たところ記載がなく、またＰＤ指示
書に実施サインが入っていないことに気づき、７：００にＰＤを施行していないことが判明した。
腹膜透析中の患者の自宅に以前より、透析液を届けてもらうようにしていたが、医師、薬剤師の大 情報伝達の問題点
再度、特別発注の件について、確認を行った。薬局の在庫も少し増やした。
幅な異動の時期と、台風が重なり、早め発注すべき所がうまくいかず、透析液が必要な時に患者
自宅に届かなかった。（一応、病院のストックを患者自宅に届けたが、ストック自体も非常に少な
く、一歩間違えば危険なことになっていた）
腹膜閉腹時のｶﾞｰｾﾞｶｳﾝﾄが１枚合わず確認中に他看護師の「あった」の言葉で安心し、自分でき 新人看護師はベテラン医師のﾍﾟｰｽに追われ、焦りと緊張感から自分の目で確認をしていない。ベ 新人看護師への再教育（ｶﾞｰｾﾞｶｳﾝﾄは手順に沿って確認の基本を守る。医師にはっきり意思表示
ちんと確認しないまま、医師に「ｶﾞｰｾﾞｶｳﾝﾄok」と報告。次の、ｶｳﾝﾄ時、１枚合わず、ｲﾒｰｼﾞ下で確 テラン看護師の新人への支援が不足。「ｶｳﾝﾄOKで次のｶｳﾝﾄｶﾞｰｾﾞを入れる」という作業ﾙｰﾙを医 する）と支援体制を図る
認し、摘出された。術後腹単でｶﾞｰｾﾞなどの残存ないことを確認し手術終了した。
師が守れてない。
複数の患者様の調剤時、夕方ということもあり、バタバタしていた。調剤済み後、看護主任及びヘ ドクターからの処方指示の時間帯の変更
臨時的な処方指示は仕方ないが、定期的な処方指示は、一日の業務の中で、その時間帯を変更
ルパーからの発見により、薬包紙への名前記載ミスが判った。与薬前だったので、患者様への影
してもらうことにより、バタバタせずにすむ。
響はなかった。
複数の薬を与薬していたが、時間を確認せず遅れて与薬した。
確認不備
確認作業の徹底。指示箋等の管理方法の見直し。
複数混合のシロップが処方され調剤したが、投薬瓶の目盛指示シールを違う所に貼り付けた。看 １人勤務であるので監査がいない。多忙であせりがあった。
処方箋をしっかり確認してシールを貼ることにした。
護師が 気付き患者様には投与されておらず。
物音あり、訪室するとベッドサイドの床にしりもちをついていた。フォーリーは接続部よりはずれて ベッド柵はベッド周囲3箇所に設置されていたが、1箇所外れていたため、降りようとされた。またこ ベッド柵を確認し、不隠・徘徊など注意していく。転倒の危険性のプラン立案し、注意していく。 日
いて、会陰部出血などはなかった。ドレーン挿入部もトラブルなし。頭部腫脹などもなし。ご本人は の方は痴呆があり、リカバリー室にはいらっしゃったが目が届かなかった。ベッドの高さは、一番低 中は、ご家族の方がおられない場合は、車椅子に移乗していただき、ナースセンターにて観察とす
「家に帰ろうとした、何ともないよ」と笑顔。左肘部に擦傷あり、軽度腫脹してたため、消毒しバンド い位置だった。
る。
エイドを貼付した。ただちにDrに報告し、経過観察となった。
物音があり、訪床するとベッドサイドの床に右側臥位となっているところを発見。右膝擦過傷あり。 部屋の電気も点けずにナースコールも押さずに一人で移動しようと思って転倒した。
必ずナースコールを押して知らせるように、患者さんに説明する。
頭部、臀部等の打撲なし。本人に尋ねると、「（ナースコールを）押すのを忘れた。できると思ってて
‥そしたらひっくり返った。」と話す。
物音がしすぐに訪室。患者がベッドサイドに置いてあるポータブルトイレに移乗しようと、手をかけ ふらつきの出現もある患者が自己にて慌ててポータブルトイレに移乗しようといたこと。
自分で行えそうと思うときであっても、トイレに行く際は必ずナースコールをするよう伝えた。その後
た際、バランスを崩しオーバーテーブルにて頭部をぶつけた。その後、しゃがみこむ形になってい
は、トイレのたびにおしてくれるようになった。しかし、調子が良くなると自己にて移ってしまう可能
た。
性が十分に考えられるので、何度も説明していくこと、頻回な訪室が必要。
物音がしたため部屋へ訪室すると、仰臥位になって倒れているところを発見する。ベッド下に設置 不注意 患者の理解不足
センサーマット設置夜間のみになっていたが常時に変更する。排尿誘導を定期的に行なう。
されているはずのセンサーマットが足元からずれた位置にありセンサーが作動しなかった。 ベッド
に戻りバイタル測定する。本人へ確認すると、トイレに行こうとし立ち上がったらふらつき、しりもち
をついただけでどこもうっていないと話す。主治医に診察依頼する。外傷等なく経過観察となる。
物音がしたため訪室したところ、患者が床に座り尿器を使用を試みていた。外傷なく、広範囲に尿
汚染が見られた。
物音がしたため訪室すると、患者がしりもちをついており、頭部を打撲していた。
物音がしたため訪室すると、靴をはいたまま、右ベットサイドの床にうつ伏せで倒れている患者を
発見。「歩こうと思って立ち上がったら転んだ。」右前額部に切傷あり、流血していた。当直医師に
連絡し、止血縫合す。 処置後も興奮状態続き、目が離せない状態であった。
物音がしたため訪室すると、隣りの患者のベッド柵を握りしめひざまずいている状態で転倒してい
る。尿器排尿しようとしてバランスを崩したとの事。両膝関節の打撲と疼痛あり。
物音がしたため訪室すると柵をはずし床に座り込んでいるところを発見する。

排泄パターンの認知不足。患者視界に排泄器具の準備があった。

排泄パターンの再確認。患者視界に排泄器具など誤って一人で使用してしまう様なものは置かな
い。
ベッド柵は２つで大丈夫だと判断した。 転落予防の具体的・効果的方法が見つからない
転倒・転落防止のための看護用具を勉強し、必要ならば請求していく予定。
痴呆が進行しており、また夜間不穏状態が続いていたため、眠前にエチゾラム服用していた。歩 家人に連絡し、付き添っていただいた。病室が詰所より遠いため、詰所に近い、看護師の目の届く
行リハビリ中であり、夜間であるにも係らず歩こうとするも、眠剤服用により足元がふらついたと思 病室に転室してもらう。
われる。
パーキンソン病のため時間により動けない時間がある。薬剤の影響が大きい。
・一人で動けない時や鈍い時はナースコールするよう説明 ・排尿を促してみる 適宜声掛けを
する.
アンモニア高値に伴うなどの不穏要素が高くなるなどの情報の共有が難しい。
転倒／転落リスクアセスメントシートで危険度が高く特に疾病に伴う不穏行動のある患者は、転
倒・転落防止のため畳での対応とする。
物音がしたため訪室すると対象がベッドサイドにしゃがみこんでいるのを発見する。暗がりで机の ストッキングを着用していた為、滑りやすい状態であったことと、消灯後で暗室であったことが要因 対象はストッキングを着用しており滑りやすい状態であったため、滑りにくい靴下の着用をすすめ
上を片付けようと、靴を履こうとしたときに転倒したと報告受ける。
と考えられる
た。また、消灯後で、暗がりの中での行動は、避けてもらい、必要であれば、必ず看護師を呼んで
もらうよう説明した。
物音がしたのでトイレに行ってみると、床に座っているところを発見した。スリッパを履いていて滑っ 患者への指導不足。見守り不足。
ナースコール指導を行う。移動時の見守り強化。シルバーカーによる歩行訓練を強化する。
たとのこと。左顔面から上唇にかけて打撲・内出血あり。義歯損傷により切り傷も見られた。
物音がしたので準看護師が訪室したところ、酸素カニューラをはずし、ＩＶＨカテーテルを自己抜去 患者は痴呆症による理解力低下があった。そのため、ＩＶＨ挿入による違和感や酸素吸入の不快 問題行動を繰り返す患者に対しては、車椅子に乗車させたらナースステーション付近のスタッフの
しているのを発見した。患者は痴呆症があり理解力が低下している患者であった。そのため、点滴 感を我慢することができなかった。患者がしばらく、問題行動をおこさなかったので、準看護師の 目が届くところに居て貰うようにする。看護師は、患者の安全確保のためにはどういう対策が必要
の必要性を繰り返し説明したが、理解が得られていなかった。前にもバルンカテーテルを自己抜 判断で睡眠薬の与薬をしなかった。看護スタッフの環境整備不足。夜勤看護スタッフが、患者を特 かを常に考え、実行していく。
去したことがあるため、家族の了解を得て、介護寝巻きを着てもらい、夜間も睡眠剤を服用してい 別な対策なしにベッド上で一人にしたこと。患者が朝までよく眠って穏やかに過ごしていた為、看
たが、事故の１週間前くらいから問題行動がないことから、睡眠剤は投与していなかった。
護スタッフの中に油断があった。
物音がしたので訪室するとイスが倒れ、患者様は床に座っていた。
観察不足
睡眠剤を服用して休まれた患者様には頻回に訪床し観察する。
物音がしたので訪室すると病室の前の廊下で尻餅をついていた。
観察不足 夜間の看護力の不足
観察が十分できない夜勤帯は抑制をさせていただくか家族の協力を得て付き添っていただく。
物音がした為患者のベッドへ行くと壁にもたれかかった体位で転倒しているところを発見
ポータブル移動をしょうとしてスリッパが滑った
移動する時は看護師を呼んでもいらうよう説明する
物音がした為訪室すると、患者が転倒していた。
夜間は物音がしたらすぐ訪室し、日中はふらつき著明でなかった為、見守り程度で付き添いトイレ 痴呆があるため、ナースコールは出来ない為今後も頻回の訪室を行っていく。
歩行していた。 今までの状況から考えて、それ程転倒のリスクが高いと思っていなかった。
物音がした後本人よりナースコールがあった。訪室するとベッド横に倒れていた。ポータブルトイレ 患者への安全教育の問題点
自分で移動できる患者でも高齢である患者には環境の整備をしっかり行い、ナースコールによる
移動時オーバーテーブルを持ち移動しようとして転倒。当直医診察 XP結果は特に異常なく湿布
援助指導を行う
クーリングで様子観察となる。
物音がして、トイレ前廊下で転倒しているのを発見した。前額部及び鼻の表皮剥離があり、ネオヨ 患者への指導不足及び理解が低いこと。見守りの不足。
ナースコール指導を行い、見守りでトイレ誘導をした。
ジン消毒後、軟膏処置を行う。
物音がして振り向くと（詰所で記録中）階段前の廊下で、Ｐｔと妻が一緒に床に座っている。どうした 妻へは無理せず何かあれば知らせてほしいと話していて、理解されていると思っていたが不十分 本人は記銘力低下ある為理解得られず、妻へは本人が聞き入れてくれず行動するときはすぐＮＣ
か聞くと、妻「向こうのトイレに行くということを聞かず、手すりと自分が支えて一緒に歩いてきたが であった。
して知らせてくれるよう再確認し、了承してもらった。
よろめいて座った。どこもぶつけてはいないと思う。」とのこと。本人は笑っており、思ったよりトイレ
は遠いなぁと。自力立位可だが足元よろめいており車椅子介助で自室に戻る。呼吸乱れなくＳｐＯ
２ ９７％。痛みや打撲等みられず。本人、妻に一人では行かずＮＣして呼んでくれるよう依頼す
る。妻へは一人で無理しないよう伝えた。
物音がして探しにいくと、洗面所で転倒していた。突進歩行のある患者さんであったが,杖と洗面器 睡眠薬常用患者で、歩行が不安定,杖歩行などから清潔ケアプランが必要であった。入院時アセ プランの立案をタイムリーにするよう指導。
を持ってひとりで洗面所まで歩いてしまった。腕に擦過症あり,その他,打撲なし。
スメント不足。
物音がして同室のほかの患者から呼ばれ訪室すると、ベッドサイドに座り込んでいた。持続点滴 ナースコールを鳴らすことを忘れてしまうほど、尿意が強く急いでいた。夜間２～３回トイレへ起き 病棟内で情報を共有し、適切な計画を立て、評価、修正を行って行く。
のルートはベッド柵に引っかかっていた。尿意で目が覚め、急いでトイレへ行こうとした所、ベッド るという情報があったがトイレ誘導を消灯前に行わなかった。
柵に引っかけていた点滴のことを忘れ、引っ張られるように転倒。
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具体的内容
背景・要因
物音がして病室へ行くとベッド柵２本の高さ調節したベッド柵の間に左足を挟めた状態で床に横に トイレに行こうとしたと話される。
なっているのを発見。
物音がして訪室。ベッド横に横になり、『痛いよ、落ちた』と訴える。前額部軽度疼痛あり。自ら起き 日中より、自分の意思で横臥している姿がみられたと申し送りを受けていた。行動、言動の観察が
上がりベッドに上がる。 当直医、当直責任者に報告。診察あり。様子観察の指示あり。Ｐｔ横にな 不十分だった。
り『落ちろって聞こえてくる』という。
物音がして訪室すると、患者がベッドサイドに横になっていた。発熱があり、病室での排泄を促して 発熱38.4度であり、ふらふらした足取りであった。病室での排泄を促し、頻回に訪室していた。
いたが、トイレまで移動してしまった。
物音がして訪室すると、患者様がベット横の床に座っているところを発見する。ベットに腰掛けてい 夕方から発熱がみられ（３８．４度）と２０時、０時４０分と今回で３回目の転落である。発熱、不眠
ただく。頭から落ちたと笑顔で話される。打ったところは痛いけど大丈夫とのこと。
のこともあり、観察注意していた。車椅子に座っても座位が保てず前のめりになり倒れてしまう状
態であった。移動も立ち上がるのも力が入らないとのこと。
物音がして訪室すると、部屋の扉のところで横たわっていたところ発見する。カーテンを開けようと 患者状態把握
したらしい。異常なし。
物音がして訪室するとベット下にうつ伏せに倒れていた。
物理的な環境の問題点。
物音がして訪室するとポータブルトイレへ行こうとしてベットから降りる際転倒した。
患者状態把握
物音がして訪室すると患者が転倒していた。ベッドから起立したところふらついて転倒したとのこと 以前にも転倒の既往があり、環境整備など注意されていたが、患者自身も注意できるよう指導、
であった。外傷は見られず、全身状態も異常は見られなかったため、後日主治医に報告し、その 意識づけが不充分であった。
まま様子観察となった。
物音がして訪室すると患者さんがオムツをずらしてベッドしたで横臥位しているのを発見、笑いな 患者の状態の把握の問題 トイレ介助の説明不足
がらコケたといわれた。打撲痛打撲痕なし。ポータブルトイレに座ったが出なかって戻ろうとして転
倒した。
物音がし訪床すると、患者の安全の為に小児用べットを使用、安全ベルトで固定していたはずの １．安全ベルト・小児用ベットを使用することで安心していた。 ２．痴呆状態の把握が甘かった。
患者が、床に両足をついて座っていた。ベットの柵は上がっており、四肢の安全ベルトが外れてい
た。（飛び降りて着地したとの事。）左第１指より出血あり。
物音がするため、訪れると患者様が壁にもたれかかるようにして座っている。問うと、『寝ぼけて転 眠剤によるふらつきだけでなく、転倒の危険性の高い場所ということを考慮し、観察を重視する必
んだ』との事。右膝部疼痛軽度。疼痛(-)。発赤(-)。様子観察する。歩行状態も特に問題なく、可動 要があった(事故発生当時は床が濡れている等環境的問題は無かった）。
時の疼痛もないとのこと。
物音がするとロッカーとポータブルトイレの間にしりもちをついた状態でいた。
痴呆による理解不足の患者に対するシステムの構築
物音がするので訪室すると、うなり声聞こえ、床に座り込んでいた。ベッドサイドのポータブルトイレ 患者観察不足。薬の副作用でふらつき等あり。ナースコールを押すように促すも頻尿のため迷惑
での排尿後ベッドに移る際、後ろに倒れた様子。右頬骨突起部が発赤・腫脹・圧痛あり。嘔気、頭 かけてはとの思いから行動してしまった。
痛なし。当直医師に報告クーリングで様子みるよう指示あり。
物音がするので訪室すると、転倒していた。ベッドサイドのポータブルトイレでの排尿後立位になり 職員に気を遣うタイプで、頻回の介助に気兼ねして自分で行動してしまう。患者観察不足。ポータ
フワっとなり、後ろに倒れた様子。後頭部殿部打撲。発赤・腫脹・圧痛なし。嘔気、頭痛なし。当直 ブルトイレが低い。
医師に報告、様子観察となる。
物音で気づいた看護師がベッド脇に倒れている患者を発見した。同室者の家族がベッドから降り 患者は、軽度の痴呆症による理解力低下や見当識障害があった。申し送り後、夜勤看護師は指
ようとして転落したのを見ていた。患者に問うと、排尿しようとしたと返答あり。後頭部を打撲したほ 示箋の確認を行っており、また他の患者の事故もあり、多忙だった。患者の転倒転落危険度が？
かは外傷はなかった。
であるのに、ベッドの高さが調節されていなかった。

改善策
尿意があることが分かった為、オムツ交換でなく、尿意チェックをして時間誘導にすることを受け持
ち看護師と検討することとした。
患者とのコミュニケーションを図る。観察を十分に行なう。
訪室した際に排泄誘導する。出なければトイレまで一緒に付き添う、または車椅子で移送する。
ナースコールするよう伝えたが自力で行動された。頻回の巡回に徹する。
カーテンは開けておく。
安全対策を考える。
頻回な訪室、ベット柵使用する。
患者と共に再度、転倒予防について話した。繰り返し説明をすることで患者の意識を高める。ま
た、チェックリストの継続的な使用で問題点や、より注意の必要なところを明確にする。
トイレ介助の説明の徹底とナースコールの活用の説明
１．観察室・ＳＳでの観察を行う。 ２．畳の使用による安全を検討する。
眠剤を服用しているため、覚醒後の行動は危険が生じるケースがある。患者様に安全に療養して
いただくために覚醒から行動へ移す際の指導･注意を呼びかけていく。
ベッド周囲の環境整備と訪室時のこえ掛けをする
気を使わずに訴えられる環境を作る。ナースコールの位置の配慮。巡視の回数を増やす。
ポータブルトイレを高めの手すりのあるものに交換する。訴えやすい環境作りを行う。頻回に訪室
して介助の必要がないか促す。

転倒転落の危険性臥高く、また説明しても理解が得られにくい場合は、患者を車椅子に乗せて安
全ベルトをした上で、ナースステーションで過ごしてもらい、なるべく目を離さず、また臥床の時間を
12878
減らして昼夜のリズムを作っていくようにする。転倒転落危険度が高い患者については、決められ
た看護計画を確実に実施する。転倒転落の危険度が高い患者については、できる限りベッドの高
さを調整する。
物音で訪室。ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞの足元側に半裸状態で倒れている患者を発見。ｽﾞﾎﾞﾝ・ｵﾑﾂはゴミ箱にバ 転倒転落の危険度？は高リスクであるにもかかわらず、家族へのﾘｽｸの説明及び指導が出来て 転倒転落ｱｾｽﾒﾝﾄｽｺｱで評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（家族へのﾘｽｸの説明、
12879 ルンは接続部より外していた。行動目的を問うと「歩きたかった」と話された。
いない。不穏行動の患者にﾍﾞｯﾄﾞ柵を４柵とし、更に、ﾍﾞｯﾄﾞ柵を乗り越える危険性を考えた対策が 床敷きベッドへの変更、医師・家族を含めたﾁｰﾑで共有し頻回の観察）
できていない。
物音で訪室。ベット足元の床に倒れているのを発見。ベット柵４点、柵固定、ウーゴ君を柵に付け 乗り越えるという予測がなかった｡患者要因。
ウーゴ君設置位置の変更
12880 て、右側のベットは壁につけ、左側は衝撃吸収マットを敷いて対応していたが、足元から柵を乗り
越えて転落した様子。外傷なし
物音で訪室すると、ベッドの下に落ちて、床に足を投げ出して座っているのを発見した。異常はな ベッドから降りるとは思っていなかった。申し送りが終わり、各自他の患者の対応をしていて手薄 不眠のため、入眠剤が増え、転倒リスクが高くなるため要観察と した。
12881
かった。
だった。
物音で訪室すると、ベッドの左側の柵がはずれ患者が床に寝ているところを発見した。
前日に病棟を転棟していた。転棟当日は体動が少なく、当日深夜から体動が激しくなっていた。排 ベッドを壁につけて、反対側の柵は固定。行動制限することを患者・家族に説明・同意を得る。
尿後には入眠していたので、排尿前の行動に注意するように時間的にみていた。年齢が若く、片
12882
麻痺に対する精神的な受容ができていない様子であり、入院前はアルコールに依存していたこと
が不穏行動につながっていると判断していた。それらから、転落を予想していたため柵をあげた
り、ベッドの位置を変える、家族への説明を行うということはしていた。
物音で訪室すると、ポータブルトイレの前で尻餅ついているところを発見。自分でベットからポータ もともと不穏ある患者で、息子に付き添ってもらっていたが、息子がいると安心してしまっていた。 時間毎の巡視も行われており、また夜間家族の協力も得ている患者であるため、ある程度止むを
12883 ブルトイレへ移ろうとした様子。患者のベットサイドに息子付いていたが眠っており気付かなかっ
得ない出来事だったと思われます。
た。
物音で訪室すると、自室のベッド脇に右側臥位で倒れていた。呼びかけにすぐに返答あり。『ベッド 昼食後より傾眠状態。眠気強く歩行時ふらついていたため見守っていたが1箇所にじっとしておら 観察を十分に行なう。
12884 にいこうとして転んだ』との事。頭頂部の右側に擦過傷あり。出血なし。Ｄｒ診察し様子観察の指示 ず、常に眼の離せない状態であった。
あり。
物音で訪室すると患者がベッドの下に倒れていた。左前額部皮下出血、右手関節部と右膝に軽度 ベッドの選定。患者の指導教育。
床面の低いベッドの選定・柵の増設・ベッド下に衝撃吸収マットの施地。
12885
の発赤。医師診察後頭部CTとなる。大事には至らなかった。
物音で訪室すると床にＰｔが座っていた。歩行時はＮｓコールするようにと説明はしていたがベッド 患者要因。施設の構造上の問題
消灯前にトイレ誘導するなど患者の個別性を考慮するように指導
柵は頭側しかしていなかった。Ｐｔはトイレに行こうと思って２、３歩歩いてふらついて殿部からつい
12886
たとの事であった。高齢ということもあり声かけだけでなくベッド柵の強化を消灯前からすべきで
あった。
12887 物音で訪室すると床に四つんばいになっていた。ベッド柵は、外されてはなかった。
離床センサーが作動しなかった。
畳への変更を検討。 ベッドの位置を変更する。
物音と他の患者の声で訪室したところ、患者がしりもちをついた状態だった。自室へ車椅子で戻り 術後リハビリで車椅子を使用していたが、移動等は自力でできていた。性格的にせっかちなところ 患者本人に注意を促す。
12888 ベッドへ移動しようと立ち上がったところ、バランスをくずししりもちをつく状態で転倒したとのこと
が見受けられ、移動も慌てて行うことが時々あった。
だった。
物音にきずき訪室すると転倒した様子があり､ベッドサイドに仰臥位になつていた。左下腿に表皮 患者本人はトイレ歩行をしょうとしていたらしい。トイレ誘導介助の回数､排泄パターンの把握の認 トイレ誘導介助の回数より排泄パターンの把握の認知。ナースコール使用の再教育・再説明。
12889
剥離がみられた。
知不足。ナースコール使用の説明不足。
物音にて、見ると３０８号室前の廊下に座りこんでいる所を発見する。臀部、疼痛、聞くと痛いと訴 １人で廊下まで出て来て入り口のドアの手すりを持った為ドアが閉まると同時に座りこんだと みら コール指導すると共に、夜間の巡廻の回数を増やし、入眠されているかの確認をする。
12890
えられるが、発赤、外傷見られず。歩行状態も変化なし。
れる。
物音に気付き、訪室するとベットの足もとの床に右側臥位に転倒していた。
前日にも転倒があったにもかかわらず、重症・要観察者が多く、そちらに気を取られてしまい、十
不穏時は車椅子に離床させ、同行する。
12891
分な配慮ができなかった。
12892 分２のシロップを分３で与薬してしまった。
確認ミス。
薬箋には分２で指示。チェックもあったため、確認の徹底。
分２の内服の夕の薬を昼に誤って与薬した。夜勤者が夕の薬がボックスに入っていないことに気 薬の名前、処方箋の薬名は口頭で薬杯に準備したが与薬方法まで自分自身で確認できてなかっ 薬の準備時、処方箋の全てをきっちり声だしして準備、ダブルチェックしていくべきである。（用法ま
づき、私が昼に与薬したことに気づく。4人ダブルチェックすることになっていたが、3人ダブルチェッ た。処方箋の名前、用法、日付、しっかり確認するべきであり防止できた。 他のスタッフが体調不 で） 習慣で行うのではなく、自分の行うべきことをしっかり認識する。
12893
クしたことは覚えているが、この患者様のことは覚えていない。
良のため途中から引き継いだ患者であり、業務をこなすことに必死で気のゆとりがなかった。 分
３で与薬することと思い込み（確認不足）
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具体的内容
背景・要因
改善策
分３薬が分１で調剤
確認不足
確認する
分娩後、出血が多かったため介助の指示がされていてたが、本人が院内を歩行していた。本人の 指示の確認、スタッフへの伝達等の不備
患者情報について、病棟スタッフへの周知を行うよう指示。
歩行状態に問題がなかったため、本人には安静に努めるよう説明し、経過観察とした。
分娩室で分娩進行中の産婦と緊急帝王切開の産婦が同時進行となっていた。医師とは閉腹時問 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
手術室と連携方法について話し合い確認する
題なければ一度一人の医師が手を下ろし分娩に入ることとなっていた。分娩にそろそろなるころに
手術室に連絡するも手術室看護師から医師に情報が伝わらず、連絡した方も術中なにかあった
にちがいないと思いこみ再度連絡せず医師の来棟をまっていたが分娩となってしまった。産婦、新
生児共に問題はなく分娩終了したが、手術患者の帰室時に医師に連絡が伝わって無かったこと
がわかる。
分娩室の床掃除をしていた時、上部に位置していた無影灯に気づかず頭部をぶつけてしまった。 ・常に上部に位置している様心がけたい。 ・掃除後又は使用後の位置を確認。
・自分自身のきくばりに気を付けたい。
いつもより下の位置にあったようである。かなり痛かったのだがその割には身体に影響は少な
かった。
分娩待機の患者に座薬投与指示がされていたが、忘れていた。分娩室へ移送後発見し、医師に 作業手続き不備による確認漏れ。
確認作業の徹底。確認票等の使用によりミスをなくすよう指示。
報告、直ぐに投与するよう指示され行った。その間患者は痛み等の症状は現れていなかった。
分娩直後に血圧を測定し、ﾒﾃﾅﾘﾝ１Ａとﾌﾞﾄﾞｳ糖を点滴の側管から実施するところ、ﾌﾞﾄｳ糖のみを ・薬剤をﾄﾚｲに入れずモニターの上に置いてあったため、アンプルが分かり難かった ・関係する職 ・薬剤は患者ごとにﾄﾚｲに入れて準備する ・関わる職員が複数の場合は特に確認作業を怠らな
実施した 患者の血圧を見てから、混注しようとﾌﾞﾄﾞｳ糖のみを事前に準備してあった 実施者と準 員での声に出しての確認作業が未実施だった
い
備者が違っていた 実施時に声に出しての確認が出来ていなかった
分娩当日、病棟保管薬から、ｾﾌｧﾒｼﾞﾝを投与していた。夕方に使用する分を準備していなかった。 休日に病棟保管薬を使用する時の確認・補充が確実でなかった。準備したものが実施するという 病棟保管薬の補充は必ず次の勤務帯で実施することとした。チーム間・内の連携を図る。責任の
患者に点滴を実施したかの確認を行い、実施したといわれたためカルテに署名した。翌日、薬剤 原則に基づいた行動でないこと、また、職員間での確認ではなく、患者からの情報をそのまま受け 所在を明らかにした行動を行う
科から点滴が届き、病棟保管薬の数量があわないため確認すると、前日準夜で患者に投与して 止め記録するという責任感の薄い行動が問題である
いなかった。
分娩目的で入院している産婦で破水している為、抗生剤を18時に内服する決まりになっているが 当事者の看護師が忘れた。時間内服を当事者以外が確認する機構がない。
内服忘れを防ぐ為、カルテに『サワシリン内服』と書いた物をはさんでおく。時間内服については院
忘れてしまった。20時に気がつきき、医師に報告し、今飲ませ次の時間内服時間が23時のところ
内全体で多く見られるインシデントである為、院内の安全対策委員会で検討している。
を0時にするよう指示が出た。
・分包器による調剤 ・粉砕時に付着が多く１回分少なくなった ・看護師からの指摘により判明し 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
確認の徹底
た
分包機中に毛髪混入
キャップを浅くしていた
キャップは深くかぶる。確認する
分薬をしたが、朝昼夕を間違えて２Ｆより転入。１日分ずつ束ねるのを１週間分受けたが、夕の内 確認不足
赤印とかに頼らずしっかり見て読んで確認し、各勤務帯でも投薬時再度読んで確認しあう
服包装に赤印がつけてあり（印字は夕食後になっていた）朝用に準備してしまった（※当院では印
字とは別に 朝＝赤、昼＝黄、夕＝緑 と分かりやすいようにマジックで色分けしている）。
紛失がわかった時点で考えられる全ての場所を探したが、見つからなかった。術中使用せず、術 思い込みや焦りがあったため、最初にカウントした個数が正確なのかが明確ではない。
思い込みをなくし、最初のカウントを正確に行う。
野に出していなかったため執刀医に確認し、紛失のまま続行した。
平行棒にて歩行訓練中歩き終わって向かいに置いてある車椅子に座ろうとしたが、うまく向きを変 車椅子の固定に関する安全対策の問題点
車椅子が完全に動かないように確認することと、台などを置いて固定すること。向きを変えて着席
えられず車椅子にもたれるようにしたため、車椅子が動いてしまった。そのため患者のおしりが落
するには、介助を要するレベルのため着席する位置を後方に変更する。患者の能力を把握し訓練
ちかけた。
の方法や目を離す時の注意点について再度注意する。
平行棒内歩行訓練中、平行棒から手を滑らせ左頬部を平行棒に打ちつけた。
平行棒内歩行訓練は遠位監視訓練である。が、今回より近位監視訓練とする。
近位監視下で訓練を行なう
平常酸素 ０．５Ｌ／分 メガネの患者様の流量が５Ｌ になっていた
流量計の機械の種類がいろいろあって把握していなかった
流量計の種類がいろいろあるので使い方を覚え、設定・確認を十分にする
４時ごろ不穏状態のある内科入院患者Ａさん（７４歳）が、夜間へバロックしていたＩＶＨルートを自 １．不穏状態あり患者様の理解力も乏しい。２．体動が激しい（ベッド上をローリングする）。３．セレ ・不穏がある患者に対して頻回の訪室を行う。 ・ＩＶＨルートの固定方法の工夫をする。
分で引きちぎっていた。深夜帯の看護師（経験１６年）が、朝の体変時に発見した。夜間覚醒し手 ネース施行後でもうろうとしていた。
に触れたＩＶＨルートを引きちぎったらしい。
泌尿器科への受診後カルテの確認をした際、スピロペントの追加処方がされていた。いつもは、４ その日は、リーダー業務をしており、いろんな指示を一度に受けていたため薬品名が同じと言うと 忙しい時こそ、指示を受ける際にしっかり確認をし、指示が落ちないように心がける必要があった。
錠を朝２錠・眠前２錠で確認与薬していた。しかし、今回は減量になっており２錠を朝１錠眠前１錠 ころまで確認をして、減量と書かれていたところを見落としたことに原因があったと考える。
また、確認予薬をしている患者であった為、セットする際薬袋と指示があっているかの確認をする
であったのに気づかず、薬品名を確認していつもと同じだと思い込んでしまった。そのまま、スタッ
べきである。
フにわかるように記載することもなく発見されるまで１日４錠での内服をさせてしまっていた。内服
が不足するまで発見されなかったが、患者には、副作用症状もなく医師に報告し指示を受け対処
した。
ＣＴ検査に患者様が呼ばれ付き添った後、「歩ける２名を降ろして」と言われ、１名ずつ移送した。２ ・病棟ー検査室との連絡が十分伝わらなかった。 ・検査室での引継ぎ、検査前の患者確認をしな ・患者様確認を徹底する。 ・伝達を十分にする。
名移送した時点で両者とも外で待っていた。そして１名がＣＴ検査室に入り、その後終了し出てきた かった。
のでもう１名がＣＴ検査室に入室した。この間に検査室よりオンコールのストレッチャー移送の人を
電話で呼んでいたため、検査順番が変わり胸ＣＴ予定の患者Ａ氏に腹ＣＴを撮影した。
16日よりシプロキサン内服開始となる指示が15日の準夜帯にDrよりあった。深夜勤務の情報収集 ・内服開始の指示を知らなかった ・前もって翌日分の内服薬を準備していた ・深夜のカルテへ 深夜帯で与薬する朝の内服薬の準備を前もって行わず、深夜勤務時に準備する。また、前の記事
を日勤帯が終わり指示がある前に患者の情報収集を行っていたため内服開始の情報をとってい の記録を行う際に前の記事に目を通さなかった
を見直す習慣をつける。
なかった。また情報収集後に前もって翌16日の朝内服薬の準備を行っていたため、患者のセット
薬をセットしていなかった。そのため与薬忘れとなった。
定期インスリンとスライディングスケールがあった患者の血糖値測定後、308mg/dlであったがスラ 測定値からスライディングスケールを使用しなければならないと判断したが、表の最上段しか見て スライディングの全体を見て、把握することが必要であった。
イディングスケールの指示を誤り、本来12単位投与であったが2単位少ない10単位を投与した。そ おらず、全体を見ることを怠ってしまい、把握できなかったことが原因。
の後申し送り時に先輩看護師に指摘され、単位を間違えたこと気づいた。担当医に報告し、その
まま昼からもスライディングスケールで様子みるように指示あり。
3時ごろ当患者の病室を訪室したところ、床に座り寝衣を脱ぎ、ごみ箱に排尿しようとしているとこ 排尿障害があり、尿が出にくい状態であったことと、ナースコールの使用方法が理解できていな 排尿時、ナースコールで知らせてほしいことを患者に説明し、納得された。定期的に訪室し、危険
ろを発見する。本人より排尿しようとし、ベッドから落ちたと話しあり。外傷なくバイタル異常なし。 かった為、観察不足であった。柵を取り外し、排尿しようとする危険はないと思い込んでいた。
ないか観察していく。また、尿意の確認もしていく。
8時15ごろ早出看護師がベッドサイドにて当患者が転倒しているところを発見する。血圧
ベッドサイドにて生活できるようポータブルトイレ、テーブル等配置していたが、転倒の危険が考え 転倒の危険あるため、いっしょに行動するなど常に目の届く範囲にいてもらうようにするべきであっ
152/92mmHg。レベル不変。穿頭血腫除去術後の創部に血腫が出来ており、担当医に連絡し、氷 られたのにもかかわらず、観察不十分であった。
た。
冷にて様子見となる。その後当直医にて診察し、念のためレントゲン、CT撮影する。CT上問題な
く、様子見となる。
患者Ａ氏に「睡眠薬を家に忘れて他の看護師さんに薬を出してもらうよう頼んだんだけど、もらえな 患者は疼痛コントロールの為，オキシコンチン(5)を４錠/日で内服しており意識レベルがクリアとは 不定期指示・定期指示の両方を必ず確認する。
かったから何か睡眠薬をちょうだい。」と言われた。患者は内服を忘れがちなため、朝・昼・夜・寝る 言い難い状態であった。それにもかかわらず患者の訴えをそのまま信じ，不定期指示のみをカル
前と分けた薬箱に薬をセットしておき、患者が内服できたかどうかを看護師側で確認していた。患 テで確認し，定期内服の指示を確認しなかったこと。
者の寝る前の箱には薬は入っていなかったため、カルテで不眠時の指示を確認した。不眠時の指
示が書いてなかったため、主治医に確認し、リスミー１錠の指示をもらい患者に投与した。翌朝、
先輩看護師にこの患者が眠前の定期内服でレンドルミンを飲んでいることを知り、患者は自分が
眠前のレンドルミンを内服していることを忘れて、さらに眠剤を要求し、追加でリスミーを１錠内服し
たことになったことが分かった。
平成１６年１０月３日１９時同室者がナースステーションへ来られ同室者が倒れたことを知らせてく 排尿時に看護師がそばにいなかったこと。
排尿するときは、必ず看護師が付き添うようにするため、ナースコールで呼んでもらう。
れた。訪室すると、ベッドサイドの床でオムツを下げたまま頭から落ちた様子で鼻出血を起こして
倒れていたのを発見する。ナース２人にてベッドへもどる。頭のレントゲンを当直指示にて撮るが
特に異常はなかった。ベッド４点柵にするも嫌がる状況であり、排尿時ナースコールを押すように
伝える。
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具体的内容
背景・要因
18時頃部屋を訪室すると、家人より、10分程前、患者が端座位をとっていたが、患者の胸ポケット 患者のアセスメント不足。患者の家族への説明不足。訪室回数の不足。
の財布が床に落ちていると思い、ベットより床にしゃがもうとしたところ、腰をベットの柵で打ったと
の報告があった。疼痛あるも腫脹、運動障害なし。冷湿布貼用する。21時サイレース内服するも、
疼痛あり入眠できないため24時ドクター報告、アナバン使用し1時間たっても入眠できない時はフェ
ノバール筋注してくださいと指示をうける。アナバン使用後、患者はうとうとされる。翌日をレントゲ
ンをとり、異常ないことがわかる。
本日よりハート療法が開始する患者に薬箱をお渡ししたが８時のカレトラ内服確認時、眠前に内 治療開始に伴い、確薬し、確実に内服していただく必要があった。また、観察が不十分であったと
服予定のストックリンカプセルを朝食後に内服してしまったことが発覚。主治医に報告し、特に問 もいえる。
題ないので様子観察で良いと指示を頂く。患者には神経症状などは見られず経過観察となる。
準夜帯の看護師（経験１０年）が内科入院中のＡ氏（６８歳）の夕方のインシュリンがないと思い施 ・インシュリン指示簿を見落とした。 ・記載されているも文字が小さく見にくかった。 ・チームナー
行しなかった。２１時に患者様本人より指摘があった。インスリン指示箋は見ていたが見落としてい スからの依頼を受けていなかった。（伝達不良）
た。
2日入院。4日、デービス開口器を使用し慢性扁桃炎に対して両口蓋扁桃摘出術施行。5日朝、歯 開口器の操作など手術時の操作が原因の一つとして考えられうる。
を磨こうとして左奥歯が欠落しているのを自覚された。入院前に同部位の歯をかかりつけの歯科
にて治療されていた。術前において、同部位における歯の存在の有無については未確認。手術時
の操作で、いつ歯の欠落が生じたのかも不明。
６日朝配薬時に５日夕食後の薬が残っていたとの報告を受ける。配薬忘れが判明する。
全ての利用者の薬を配薬し、再度カーと内を確認する。（残っていないか）セット時に紙に錠剤を
固定し名前と日付けを記入し、夕のカート内に入れていたが、朝のカート内へ入っていた。
13日、手術直後の準夜に血糖1日3検の指示が出ていた。指示受けが十分にされておらず、カー ・指示受けが不十分であった ・カーデックスへの記載をしなかった ・カルテの確認が不十分で
デックスへの記載がされていなかった。14日、準夜勤務者が朝、血糖測定されていることをカルテ あった
から不思議に思い、指示を確認したところ、1日3検の指示があったことに気づく。13日の準夜から
14日の深夜へは指示が伝達され、血糖測定されていたが、14日の日勤へはカーデックスの記載も
なく、血糖測定をし忘れてしまった。
胆管腫瘍精査目的にてERCP施行、翌日腹痛が出現し、採血、CT検査にて急性膵炎と診断した。 ERCPは問題なく行われ、これといった要因は見当たらない。

１８日フルカリックの点滴準備をしていた際、ナースコールがなり、作業が中断してしまった。その
際、小室を開封していないことに気づかず、点滴をつなげてしまった。１９日の日勤帯の看護師が
点滴更新をする際に、小室が未開封のまま投与されていたことに気づいた。
朝5時に経管栄養のため、チューブを挿入した、患者が自己抜去しないように、ミトンをつけ、栄養
12926 を開始し、頻回に訪室した。しかし、残100ミリで自己抜去していた。ミトンは自己にて外されてい
た。
６日から患者に内服させるはずだったオメプラールを、発見される１４日まで内服させていなかっ
た。
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抗癌剤治療を開始する予定の患者のｃｃｒ検査をするため、前日にユリジェントを設定し、患者に蓄
尿説明をし、蓄尿を行ってもらっていた。日中、蓄尿されているか記録紙により確認しておいた。し
かし、翌日ｃｃｒ提出のため別の看護師が分尿カセットを採取しようとしたところ、カセット内に蓄尿さ
れておらず、分注登録されていないことがわかった。ｃｃｒ検査が行えず、抗癌剤治療開始が1日延
期されてしまった、
13日に横行結腸癌のため全身麻酔下で横行結腸部分切除術を受けた。その際、手術室入室前
に弾性ストッキングを装着した。術後3日目にストッキングを除去した。手術後はベット上で安静臥
床していたが、18日歩行開始時に左足関節左趾の背屈不能に気づいた。ビタミンＢの内服を行っ
た。前期症状が続いたが、装具をつけることは本人が拒否した。28日退院し、以後外来で1ヶ月毎
に経過をみていたが、約3ヵ月後にほぼ軽快した。
平日、内服薬はリーダーが各パート毎に配薬するようになっていた。その日業務が多忙で他の
パートのリーダーが配薬を手伝ってくれた。その際、臨時薬の袋の右上にラシックス3T アサ2T・
夕1Tと縱に書いてあり間違って、ヒル2T・夕1Tと配薬し、いつもと違うと思った患者が昼2T服用後
に気付きいつもより2T多く服用した。
平日は無菌調剤室でＩＶＨ輸液を薬剤師が作成しているが、休日は金曜日に調剤されない薬剤が
病棟へあがる。その薬剤を整理しているとアミノトリパ1号（850）２Ｖと書かれていたが、現在患者
に実施しているものは１Ｖと書かれていることに気が付いた。処方箋は２ＶであったがＩＶＨパックに
は１Ｖと書かれたシールが貼付してあった。患者はやや脱水傾向があり輸液を増やしていた。

閉胸時の機器カウントの際開胸心術セットのカウントはできていたが、ＣＡＢＧに使う機器の一部を
カウントし忘れゴミ箱に捨ててしまった。機器洗浄しセットするとき紛失に気づきゴミ箱の中から発
見する。
閉鎖病棟で看護者3名、患者様4名にて売店へ行く途中、一人の患者様がエレベーター前より外
来受付のほうへ走り出す。約15ｍ走ったところで静止。「何だ。俺は退院だぞ」と声を荒げる。「い
12933
つになったら出られるんだ」「もう退院の許可が出ているんだぞ」等の訴え、大声でしている。看護
者の再三の説明で落ち着きを取り戻す。
閉鎖病棟において、棟外に出て院外へ出ようとしているところを発見。食堂の出入り口の鍵が開
12934 いていた。

改善策
訪室を多くし、患者がベットより動く時はナースコールを押してもらう。患者の転倒、転落のリスクが
高いことを、もう一度家族に伝える。

今後は確薬していく。
・病棟で使用している配薬箱へ指示インスリン単位を書き込みをする。 ・チームナースは依頼を
する。 ・インスリン単位変更時は指示内容の変更をインスリン施行者に伝える。
術前に前歯だけでなく、奥歯の欠損も起こりうるということを患者にインフォームドコンセントしてお
く。また術前に全ての歯の状態、存在の有無についてもしっかり確認しておく。
・確認を確実にする。 ・固定の方法、カート内にきちんと入れる。
・時間ごとの決められた処置は必ずカーデックスに記載する ・手術後に不定期処置が追加される
ことがあるため、注意する

ERCP後膵炎は気を付けていても起こりえる合併症のため、早期発見が重要だと思われる。

・点滴準備中にナースコールに対応した際、作業が中断した。作業を再開する際、確認が不十分 再度作業を開始する際に、初めから点滴準備を行い、手順に間違いはないかを確認すべきであっ
であり、小室を開封することを忘れていた。
た。
ミトンを外してしまう患者ということを知らなかった。ミトンが確実についているのを自分の手で確認 ミトンをより外れないものに変えてもらえるように依頼した。患者がなぜ抜去するのか考え、原因を
しなかった。自己抜去する原因について考えられていなかった。
解決する。ミトンを確実につけ、毎回確認する。
３日よりオメプラール内服の指示が６日に変更になった。その指示をぬいた際，指示はリーダーに ・内服薬を手渡してほしい日をリーダーファイルに記入し、そのことをリーダーに申し送る。 ・あら
申し送ったが、薬をカルテポケットに挟んだままにしており、その薬を６日に渡すようリーダーファイ かじめ本人に内服開始の日と薬を手渡しておく ・薬セットの箱に薬をセットしておく。
ルに記入しておらず、リーダーに申し送っていなかったため患者に内服薬がわたっていなかった。
・ユリジェントを扱う機会があまりなく、操作に不慣れであり、認定ミスをしてしまった。 ・設定後に ・慣れない作業を行う時は、一度教わっていても、先輩看護師にサイド確認してもらうこと。 ・ｃｃｒ
設定した番号にランプがついているかの確認を行わなかったため、ミスに気づかなかった。
提出の患者は確実に蓄尿が行えるよう蓄尿びんで尿を貯めることとする。

弾性ストッキングにより膝下で腓骨神経が圧迫され、麻痺を生じたと思われる。本人が装着した 弾性ストッキングを日本人体型用のものに変更した。弾性ストッキングの正しい装着方法を主に看
が、正しく装着されているかを点検することを怠った。弾性ストッキングが外国製であり、日本人の 護師を対象にして講習を行い、徹底した。
体型にあわず、不適切な製品である可能性がある。弾性ストッキングの圧力が強すぎる可能性が
ある。
薬袋の薬名記入はラシックス3T ２×と書き アサ2T ユウ1Tと記入を徹底する必要があった。担 薬袋の薬品名記入は分かりやすく記入する。担当パートのリーダーが必ず配薬する。配薬をはじ
当パートのリーダーが徹底して配薬をする必要があった。配薬時にはゆっくり慎重に読み返し声を めたら、終わりまで集中して行う。
出して復唱しながら配薬する。
調剤室では薬剤師二人で監査しているが確実にできていない。アミノトリパは850と1700の2規格 ・処方時は院内薬品集で確認する ・薬剤師の監査の徹底 ・できる限り規格は1種類とする ・ＩＶ
があり、作成した薬剤師は850なら1パックという思い込みをしていた。2パックと書かれていること Ｈ調剤など種類が決まっているものは○をつけるなど、規格のある分だけ始めから書いておく
に気が付いていれば医師へ疑義紹介をし、1700 1パックと処方内容が訂正されるはずであった。
医師も2規格があることを知らなかった。薬剤師の監査がきちんとしていないことが多い
セットに入っているセットの内容表を先に降ろしてしまった。

最後にセット内容表を見てセットの内容を確認する。

12932

12935

12936
12937
12938

以前にも、無断外出・外泊があった。退院の要求毎日のようにあったが、そのことに対し注意が欠
けていた。又、病棟内カンファレンスでは本患者にたいしては看護者2名の付き添いで売店へ行く
こととなっていた。今回、本患者も含め、患者4名に対し看護者3名であったため、注意。観察が不
十分であった。
入院したばかりの患者様で、「入院したくない」、「帰りたい」等の発言があり、棟内のドアを開けよ
うとしている姿が見られていた。観察が不十分だったことに加え、普段開いているはずのない食堂
で入り口の鍵が開いていたために起こったと考えられる。
閉塞性黄疸のため夜間掻痒感強く不眠であり、重曹清拭やアタP内服、眠剤内服した。４時過ぎ眠 夜間観察するときの看護の要点など把握して対応していない。
り、４：５５寝返りをしたらベッドから転落した。ベッド柵は片側を取り付け、危険防止していたが、当
日は片側しかしていなかった。外傷や内出血はなく、バイタルサイン上の変化もなし。
閉塞性黄疸の術後創部にペンローズドレーンが留置されていた。８時に主治医と共にガーゼ交換 ペンローズドレーンが安全ピンで固定されていなかった。看護師が糸がはずれていないか、ドレー
をすると、ドレーンが見当たらなかった。透視下で腹部レントゲン撮影を行う。透視下で摘出試みる ンの長さなどの観察が不十分だった。
も、摘出できず。母に説明し、全麻下で摘出する。
閉創時、ガーゼカウントすると１枚不足していた。レントゲン撮影することになり、オイフを取ったと 不適切な管理
き、ガーゼがオイフから出てきた。
閉創前に器械のカウントを行った時は員数は合っていたが、翌日コンテナに器械を組むときにセッ 器械カウントのルールが徹底されていないこと
シが1本不足していることに気づいた。使用したドレープを再カウントせず洗浄器にいれてしまって
いた。

497

・主治医へ改めて離院行為の報告と行動制限の検討を依頼する。 ・売店等の院内買い物の際に
は看護計画通り本患者1名に対して、看護者2名で行い、観察を徹底する。 ・日常生活での病状
変化、退院要求等を要観察して記録、報告、申し送りを徹底する。 ・主治医とともに入院治療に
対する理解を求め、家族の協力を得る。
もう一度、棟内出入り口の施錠の管理を見直すとともに、入院したばかりの患者様の行動を観察
することを心がける。
看護計画を明示し、看護援助を誰が見ても分かるようにする。
初回ガーゼ交換時に、皮膚面に出ているドレーンの長さを測って体温表に記載する。ガーゼ交換
の時に、糸の固定状況とドレーンの長さを観察し、体温表に記載する。ペンローズドレーンを安全
ピンで固定する。
オイフがかかってからガーゼをだす
閉創時の器械カウントがOKであっても、その時点でまだ数本の器械は残されているので必ず機械
洗浄にかける時再度カウントを行う。

12939

12940

12941
12942
12943
12944
12945
12946
12947

12948
12949
12950
12951
12952
12953
12954
12955
12956
12957
12958

12959

12960
12961
12962
12963

12964

12965
12966
12967
12968

12969

具体的内容
背景・要因
閉頭時ベンシーツ（１ｃｍ×１ｃｍ）のカウントをしていたところＮＯ１だけ、１枚カウントがあわなかっ 確認不足
た。医師と外回り看護師と一緒に探すがでてこなかった。手術はその間進行していき、終了間際に
なったのでベンシーツ、レイコットのカウントを再度行ったところ、レイコットとレイコットのあいだから
ベンシーツＮＯ１が１枚出てきた。
閉腹後、ポータブルにてレントゲン撮影を行った。まだ患者様は麻酔下でレントゲンの結果がきて ポータブルレントゲン撮影の患者様の安全管理についての自分の認識のなさ。同じく他のスタッフ
から覚醒をさせた。レントゲン撮影時その部屋内にはレントゲン技師しかおらず、全員のスタッフが の認識のなさ。
部屋から出てきていることに他の看護師が気づき、患者退室後、指摘を受けその事実に気づい
た。
米飯が硬くて食べれないとクレームが数件あった。米飯の変更を行った。原因は、水加減を誤った 米飯担当者が新人であったため、米飯の水量、炊き方の指導が行届いてなかった。
のと検食時に硬いと感じたが、炊きむらだと思い配膳した。
米飯に髪の毛混入。食べ始めてすぐに発見し交換。食欲低下等影響なし。
帽子着用不備。粘着ローラー使用不十分。盛り付け時観察不足。
別の患者のところに行く為、抑制を緩めにかけた。抜管直後であったが、ぐずっても、激しく動く事 この児はそれほど体動が激しくないし、少しの間だけ離れるだけだから軽い抑制でも大丈夫だろう
は無く少しの間なら何も起こらないだろうと予測してしまった。その場を離れた５～10秒の間に患者 という思い込みがあり、小児患者についての理解が足りなかった。有効的な抑制をしていたら、抜
が動脈ラインの接続部を抜去し、出血してしまった。
去されなかったと思われる。
別の患者の請求書を渡してしまった。同僚が気付き問題なかった。
確認不足
別の患者の薬を飲ませた。
患者の前で声だし確認を怠った。
別の患者様に薬を入れてしまう
一人でしてしまってチェツクもれ
別の患者様の食事を配膳する。配ったはずの患者様の食事が配膳車にあり誤って配膳したことに 患者様のテーブルに置く前に、食札を確認していなかった。
気づく。
別の患者様を呼びに訪室すると「○○さんがベットから落ちてるわよ｣と知らせてくださる。確認す ベット周辺に私物がたくさん散らかっている。片づけ中に転倒されていると思われる。足元が不安
ると患者様がベット脇に左側臥位にて床に横になっている。もう１人職員を呼び、二名で介助、起 定な患者様である為、指導、注意が必要であった。
立させる。外傷、意識レベル低下なし。平常どおり会話される。Drに報告。診察を受け様子観察と
なる。
別の処方箋から発行された薬袋に調剤薬を入れた。
薬袋をよくみなかった。
別の病棟に入院中の息子に会うため無断離棟する。
患者状態把握、受け持ち業務徹底
別人の処方箋がカルテに貼ってあった。医師が診察の時発見した。
・確認不足
片麻痺のある患者をポータブルトイレに移動する介助を行った。別の患者のおむつ交換を済ませ ポータブルトイレ移動後、ナースコールを渡していなかった。今まで患者が一人で動こうとすること
た後、その患者のベッドのカーテンを開けると患者が床に座っていた。ポータブルトイレのふたは はなかった、またハビリの進行を把握していなかったため、一人で移動することを予測していな
開いたまま、ポータブルトイレ内に排尿があった。
かった。
返血開始後。静脈刺針部腫脹がみられた為、ポンプＯＦＦにし、抜針し止血した。
確認不足
返血時、造血剤の使用単位を確認せず、3000単位必要なものを、1500単位静脈注射したもの。 ダブルチェックが効果なかった。
返血時に除水の設定でミスを防ぐように除水の値を除水を0.01だけ増やしていた。そのことに気付 自分の確認と変更した人への確認を行ったかもしれない
かずに除水をかけてしまった
返血時間が少しずつ遅れている中、気持ちのあせりから１時間早く返血してしまう。返血終了後看 気持ちのあせりや確認不足によるものである。
護師に言われ気付く。本日目標除水量２．７Ｌのうち１．８５Ｌ除水。途中除水停止、生食２００ｍｌ早
注もあり、１．１ｋｇ残ってしまった。
返血時更衣をし、点滴ルートを引っ張りバッグからルートがはずれて不潔となり、自己血返血でき 更衣時の注意
なかった。
返血中に注射薬を注入し忘れて抜針する。新たに静脈内へ注射した。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
便意ありポータブルトイレへ介助で移動後、終了したらナースコールを押すよう説明し手元に置い
た（今までは、ナースコールを押してくれていた）。なかなかコールが無いので訪室すると、｢まだで
ないんだ｣と言い，ポータブルに座っていたため、終わったら押すよう念をおして退室した。5分後、
物音がして訪室するとベットとポータブルトイレの間に尻餅をついていた。打撲はなし。「滑った」と
話される。
便意があり、トイレへ行くが硬く摘便施行していた。ある程度排便あったところで患者がいきなり立
ち上がり、座るように言うが、車椅子に一人で移ろうとされ床に転倒された。主治医に報告し、診
察・様子観察となる。
便意があり、ナースコールがなった。介助でベットから車椅子トイレに移乗の際、患者さんがバラン
スを崩し,すべるように尻餅をついてしまった。看護師は支えきれなかった。
便器から車椅子に移動する際に、左足より出血しているのに気付く。車椅子に座らせ確認してみ
ると、左足下腿を裂傷。
便失禁ありガーゼ汚染したためガーゼをはずし、9時より排尿ないため便器に誘導する。15分経過
するも排尿なく、数分本人の側から離れた際にペンローズドレーンを自己抜去する。
便失禁のためベッド上で清拭を行なっていた。児が汚れた布団を動かす際、ベッドの端に行き過
ぎて臀部から滑り落ちるように転落した。臀部と左肘部を打撲し泣き出したが、自分で起き上がっ
てきた。左肘部に軽度の内出血を認めたがバイタルサインは問題なし。当直医に報告し、様子観
察になった。
便培養検査の指示を受け、ラベルを検体に貼り、確認。患者の便を便培養器に付着させ、検査室
に提出。しかし、便培養容器として取り扱っていた容器は、ヘモグロビン容器であったことが発覚。
検査室に連絡し、再度、培養容器に採取し、検査室に提出した。
便秘1日で浣腸を施行している患者様に夜間帯で便があつたにもかかわらず浣腸を施行した。後
で気付く。
便秘３日目で浣腸だったが前日の準夜勤者が日数間違いで浣腸予定としなかった為本日準夜で
浣腸もれを発見した
便秘時の臨時処方として酸化マグネシウムが処方されたが、看護師管理の薬として取り扱われた
ため４日間服用されていなかった。患者は下剤なしで排便できていたので支障はなかった。
保育器の加湿がかかっておらず、体温低下がみられた。日勤帯で保育器の加湿の水かえをして
おらず、加湿の水がなくなり、湿度が下がっていたが、気付かず準夜・深夜の申し送り時まで放置
していた。その間、体温低下みられており、保育器温度で調節していたが、体温上昇しなかった。

保険証確認の為、同姓患者さんから保険証を預かり、返却時にＡさんの保険証をＢさんに、Ｂさん
にＡさんの保険証を返還した。
保護室で隔離中の患者に筆記用具とレターセットを渡したが､貸出表に記入し忘れてしまい、回収
12971
されなかった。
保護室に隔離中の患者が、眠剤服用し入眠した後、夜間尿意感じて覚醒しトイレ前にて転倒し後
12972
頭部を打撲、擦過傷受傷する。
12970

改善策
ベンシーツ・レイコットが術野から返ってきた時はすぐにカウントする。重なっていないか良く確認す
る ベンシーツ・レイコットなどの材料や器機がいくつ術野に出ているか常に把握しておく。
誰も部屋に残っていないのなら、他のスタッフとも連携を取り、誰か一人は部屋に残るようにする。
泌尿器科のように術後レントゲン撮影をすると分かっている手術のときは、あらかじめプロテクター
を部屋内に準備しておき、誰も部屋内に残らないようなことがないような環境を作る。
検食は必ず、栄養士が行う。調理担当者は小さな異変であっても必ず、管理栄養士に報告を行
い、事前に事故の防止をする。
帽子着用方法再確認。粘着ローラー使用徹底。盛り付け時観察強化。
小児看護の特性と、安全管理についての知識を深める。
患者の名前を聞きながら渡す。再度確認
声だし確認のさらなる徹底。
二人で確認
御膳を手にとる時、患者様の渡す時に、名前を確認する。
ベット周辺の乱雑さから転倒の可能性は十分に考えられる為、整理整頓を心がけるよう指導して
いく。
処方箋と薬袋の照らし合わせ
他業務で目が離れたすきに離棟されたので、面会したいときは看護師に申し出るよう説明する。
・氏名の確認。ダブルチェックをする。
リハビリの進行状況の把握。患者にどれくらいの時間で介助に来るということを伝え、待ってもらう
ように説明する。
返血時の確認の徹底。
薬剤チェックのためのチェック欄を設ける。ダブルチェックを強化する。
浄化記録やディスプレイの除水の確認、時間の確認を徹底する
返血の前にホワイトボード、温度板、コンソールの経過時間、除水量を確認する。返血時患者に声
かけをしてから返血を開始する。
輸血、返血時は更衣をしない。

高齢だが痴呆もなく､今まではナースコールを押してくれていたので、判断を誤った

返血前に注射伝票と物品を確認する。抜針前に再度確認する。返血する看護師が注射薬を用意
する。
高齢なので、患者さんを過信することなく、こまめに対応する事を指導した。

患者の理解度の把握不足。患者の健側に立ち摘便していた。麻痺側に立つほうがよかったか。

排便コントロール

患者さんの身体状況を情報共有していなかった

情報の共有化を図ること

車椅子から便器へ移動する際に、車椅子の左側のフットレストの角にぶつけてしまったと思われ ベット再度にてポータブルで排泄介助する。
る。
排尿に時間がかかる患者様であり、おやつ中の多忙の中とはいえ、本人の側から離れたことが原 トイレ中は、本人から離れず見守る。
因である。
確認不足
ベッド柵の確認を行なう。シーツ交換時は、動ける患者はベッドから下りてもらって行なう。

検体容器の種類や特性をしっかり理解しておらず、確認不十分・思い込みにより間違えた。

検体と採取物を表示し、掲示してスタッフに知らせるようにした。

他の職員が、施行するよう出した浣腸液を確認しないで施行した。

自分でも確認をするべきであつた。

便秘日数の確認ミスと思いこみがあった

排便・下剤表と排便チェック表を照らし合わせ便秘日を確認する

業務手順・ルール・チェックのしくみの問題点

服薬確認シートの見直し

観察が不十分だった。看護師間の連絡が不十分だった。

勤務交代時保育器の湿度をダブルチェックする。保育器の水かえをするとき、出来なければ新し
い水を保育器の横に置き、受け持ちNs.に声をかける。

姓のみで返還者を判断し詳細な照合を怠った。

返還直前に再度確認。

預かり物品を保護室前室に置いており、物品を貸し出した後ナースステーションの貸出表に記入 前室に預かり物品がある時は、貸出表に記入してから患者へ貸し出す。預かり物品の見直しをﾘｽ
しようと思い､記入し忘れてしまった。
ｸ委員会で進めている為、最小限の預かりになるよう見直していく。
就寝時靴下を履いていたことも転倒に影響があったのではないか。保護室床面の物理的環境に 就寝時靴下は履かせないようにした。
は問題はなかった。
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12973

12974
12975
12976
12977
12978
12979
12980
12981
12982

12983

12984

12985
12986
12987
12988

12989

12990
12991

12992

12993

12994
12995

12996

12997
12998

具体的内容
背景・要因
保護室のマイクより、うめき声が聞こえ、訪室すると着ていた上着を二重に巻きつけ、後ろで袖の 常に幻聴に左右されており、以前も衣類で自分の首を絞め、自殺を図ったことがあった。夜間の
部分を結び絞首している患者を発見する。顔色良好、チアノーゼなし、頚部軽度発赤あり尿失禁 睡眠も十分ではなく、中途覚醒を繰り返していた。今回も幻聴に左右されての行為であり、（後に
あり。すぐ上着を外し、患者からは「死にたかった。」という言葉あり。当直医師診察にて、朝薬と不 本人から首をくくれと聞こえてきたとの訴えあり）また、上着を２枚きており、行為をしやすい状況
穏時与薬後、ピネル拘束開始の指示
だった。
保護室の患者Ａに謝って１字違いの患者名の患者Ｂの薬を与薬してしまった。患者Ａの本来の自 配役担当が複数おり、コミュニケーションの不足があったのと、患者に与薬する時点での確認不
分用の内服もしており重複投与となった。
足があった。
保護室をオープンで使用している患者Ａ氏が、隔離中の患者Ｂ氏の部屋のドアを開けてしまったた ドアはロックしたが、鍵をかけなかった。（ロックはだれでも廊下側から解除できる）
め患者Ｂ氏がホールに出てしまった。
保護室内のトイレ前で転倒しているのを発見。10分前には声かけするも起きず。尿失禁しており、 前夜に入眠困難にて眠剤内服し入眠。朝のふらつきは予想していたが、覚醒時刻の予測ができ
トイレに座らせる。打撲等確認するがわからず、後に腰痛訴え湿布貼付する。
なかった。
保護室入室中の患者。１時には入眠を確認、２時に訪室すると転倒し下顎部出血。本人は水をこ 睡眠薬服用中でふらつきあるところに床を濡らし滑り、転倒した。
ぼし滑ったとのこと。創部消毒処置を行う。
保護入院の患者。面会に来ていた従兄弟と散歩に行くことを希望されていた。院内外出は家族or 保護入院であったため許可される同伴者は保護者である両親か看護師となる。従兄弟は同伴者
看護師同伴で可との指示であったため散歩に行くことを許可した。
に適していなかった。
歩いて入室し診察終了後、電動診察台が降下する前に患者が診察台より落下し頭部、右手を打 患者さまが診察台より降りるまで確認しなかった。また、糖尿病があり食事の摂取など一般状態
撲した。頭部１針縫合し、橈骨下端骨折でギプス固定となる。頭部CTは異常なし。
の観察と年齢に応じた適切な援助が不足していた。
歩行が不安定な患者様で移動時は看護師介助になっているが、一人で車椅子に移動しようとして ・一人で動いたらいけない患者様の側に車椅子を置いていた事 ・一人で動きたがる患者様の特
転倒された。 患者様は軽い打撲だけで、異常はなかった
徴を知っていたのに、危険度の予測が甘かった事 ・患者様自身が病識がないこと
歩行しながら上着を着ようとしており、１枚目を着て２枚目を着ようとしたところ床に落としてしま
観察不足 説明不足
い、拾おうとしてバランスを崩し転倒してしまった。
歩行できる患者に対してアミノトリパ2号を廊下で点滴交換した。その後の滴下の確認､観察がされ 中途採用であり、知識・判断（立位と臥位の滴下速度の違い、急速注入の危険性、医師への連
ておらず臥床してから滴下速度が変わり3時間で９００ｍｌ落ちた。患者の状態に大きな変化はな 絡）等の教育体制が十分でなかった。
かった。
歩行は自立していた患者。予測不可能な患者の行動による転倒。患者は廊下を普通に歩行して ・患者自身の転倒の危険に対する認識の不足。 ・予測不可能な患者の行動。
いたが、急に膝折れ状態となり手をついて四つんばい状態となった。看護師はこの患者の3ｍほど
後ろを歩行していたので発見は早かった。
歩行ふらつきあり、数日前にも転倒あったが活動の際ナースコールしてくれることがなかったの
もともとふらつきがあったが、看護師付き添いで歩行できていた。スリッパが危険で明日以降家族
で、本日よりうーご君装着。うーご作動あり、最終１８時前に看護師とともにトイレへ行く。１９時訪 に運動靴を依頼する予定であった。うーご君がついており、本人も気づいていず１時間前まで作
室した際３８．４℃の発熱あり。指示薬のボルタレンＳＰ２５ｍｇ使用した。以前からＣＶを引っぱった 動していたので作動すると思い込んでいた。発熱もあり、歩行できる状態ではなかったが、柵を越
りすることもあったので、ＣＶのマーキングを確認し、うーご君がＯＮになっているのを確認して部屋 えた方が危険と思い４つ柵はしていなかった。
を離れた。（他患の見回りに行った。）１９時１５分他看護師が部屋の前を通りかかったところ、自
室入口の右側で転倒しているのを発見、報告してくれる。右側肩、腕、股関節に疼痛。腫脹、内出
血なし。頭部問題なし。トイレに行きたかった様子。介助で立位になるが、歩行できず車イスでトイ
レ誘導するも排尿、排便なく帰室。うーご君はＯＦＦになっており、ひもだけが身体についている状
態だった。２床室だが、他患は外泊中であり詳細は不明である。
歩行器で喫煙室へ行き、タバコを吸うため腰掛けようとしたところ、左肩から転倒し強打する。その 長い距離は車椅子を使用している状況であったが、歩行器で行動してしまった。
後、自力で帰室する。医師からは禁煙するよう指示を受けていた。
歩行器で廊下まで出てきたところ、トイレまで誘導する。便座に座ったところで退室し、一人にす
ふらつきがあったにもかかわらず、トイレに一人きりにさせてしまった。
る。ナースコールがあり再度訪室した時には便器の左側にしりもちをついているところを発見す
る。外傷なく何処も打たなかったとのこと。バイタルサインに特変なく、DRに報告する。
歩行器を使いトイレまで行き、病室まで戻ってきたところで転倒しベッドサイドに付いていたごみ箱 観察不足
で頭部を打撲した。外傷はなし。
歩行器を使用し、トイレに行こうとしたところ、体勢が崩れ右下肢の皮膚が剥離（５ｃｍ×５ｃｍ）し 電気を付けずに真っ暗の中トイレに行こうとした。白内障で視力低下があった
出血あり。血小板5万であり、止血不良。
歩行器を使用してトイレに行って帰り、ベッドに座る前に床に紙が落ちていたのに気付き、滑ったら ＯＰ後3日目で、歩行が不安定なため歩行器を使っていたが、ベッドに座ったところで歩行器を外
いけないと拾おうとして転倒する。同室者が気付きＮｓコールし、駆けつけると床に仰臥位になって し、バランスを崩した為と思われる。
いた。意識は明瞭だが左腰部が「ポキ」と言ったと言うが足が動くし力も入るとの事にてベッドに介
助にて臥床し、バイタルを測定した後、主治医に報告をし、師長・リーダーに報告をする。腰部ＸＰ
指示あり実施し異常ないと報告を受ける。
歩行許可されていた患者が転倒した。
慢性硬膜下血腫の術前。歩行障害あり。スリッパ歩行。
歩行訓練から帰室し車椅子へ移動．靴を脱ごうとして車椅子からすべるように床に座り込む
いつもつかまっている右手を柵からはなしていた
歩行訓練が一段落して休憩の為座っていたが、患者さんが急に自力で立ち上がり歩き出しバラン 痴呆患者の行動に関する危険性の配慮の不足
スを崩して転倒し、左大腿部頚部骨折となった。歩行訓練施行中患者さんは、休憩の為座ってい
たが、急に立ち上がり歩き出しバランスを崩し、足がもつれるように左側面から転倒した。その時、
ＰＴは、平行棒内にて他患者を訓練中であり、当事者の行動に気づくのが遅れてしまった。当患者
は痴呆があり、歩行能力としては歩行器等使用し監視レベルであり、自力歩行不能であった。転
倒直後外傷の有無確認後左大腿部の疼痛訴えあり、Ｄｒ報告しレントゲン撮影の指示を受ける。
結果左大腿部頚部骨折の診断がつき他病院へ転院となった。
歩行訓練後、訓練棟の床の上に座っていた。受け持ち看護師が離れたので、他の患者の所にい 周りの環境は整えたつもりであったが、紙遊びの患者の予測まで考えていなかった。この患者と
ながら様子を見ていた。紙破りをして遊んでいる患者がいたので、紙が手にとどかない場所にある 紙破りをしている患者の間隔を充分とり自分がその間に入るなどの注意をするべきであった。常
か確認しながら見ていた。しかし、少し長く目を離し、再び見ると紙を手に持っていた。すぐ行き口 にスタッフ1人が見守っておくべきであった。
の中を見ると、紙の切れ端があり、口を開けたときにみえる範囲の紙を取り出した。その後、受け
持ち看護師に報告した。 受け持ち看護師は歩行訓練後しばらく患者といたが、他の業務の為に
近くにいたスタッフ（２、３人）に声をかけ患者の観察を頼み訓練棟を出た。その後、患者の観察を
頼んだスタッフから異食したと報告を受けた。
歩行訓練中の転倒
花壇からはみ出ていた草に杖が引っかかった
歩行時機能障害による転倒。
患者本人の老齢化・機能障害等の問題
歩行時軽度のふらつきあり ナース付き添いで浴室まで行かれる入浴は１人でできる為１５分後に アラームが鳴った時に見に行くべきであった
迎えに行く約束で時計のアラームを１０分後にセットしてナースステーションへ戻り他の仕事をして
いたアラームが鳴りまだ仕事の途中であった能登約束時間まで５分ある為アラームを切るがその
後アラームを設定していなかった そのまま仕事を続けていると患者が迎えに来ないで自分で
戻ってきたと報告があった 他のナースより指摘された 患者には謝罪した
歩行中転倒したと 本人からの訴えあり
見守り不足
歩行途中、後ろから歩行してきた他患者の上半身とぶつかり床に倒れる。右足痛あると訴える。 右肩骨折後の歩行状態不安定と運動能力の低下により、突発的な対応が取れにくい。
腫脹なし。自力歩行可。Ｄｒ報告。シップ貼布にて様子観察の指示あり。
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改善策
夜間病的体験に左右された言動あり、その時点で不穏時を与薬すればよかった。絞首の既往の
ある患者に、行為をしやすくするような事を（上着を２枚着用すること）しない。
患者に与薬する時は名前を名乗ってもらい、看護者と共に薬の内容を意確認してから内服する手
順になっているが、その手順が守られなかったため、再度手順の確認をし、徹底した。
ドアをロックするだけでなく、鍵をきちんと閉めることが必要である。
ベッドとトイレの距離を近くする。起床時は注意深く介助する。
夜間モニターで確認。床の汚染に注意。夜間水分摂取時の容器に工夫を。
保護入院患者であるという意識を持つ。他スタッフにも確認していく。入院形態とその規制につい
ての知識を確実にしていく。
高齢者に対して診察台など高いところから降りる時は、見守りや介助を行う。診察の介助を看護
の面で注意深くするよう指導する。
・患者様には繰り返し繰り返し説明する ・患者様の側に車椅子を置かない
見た時に転倒に注意するように声を掛ける。静止してから着るように声を掛ける。
ラウンド毎の滴下の確認。 滴下の調整の仕方、体位による速度の変化を再学習する。今回の事
例をオープンにし、薬剤の輸液管理についてニュースを発行した。
転倒の危険について主治医より再度説明
うーご君を目の届かないところへ移動。頻回の訪室。ナースコールの呼びかけ。

移動時はナースコールをして頂くよう、再度指導を行う。転倒時の危険性を説明する。
朝、夜は起立時からフラツキが強いので、トイレに一人にせず必ず付き添い、見守る。
夜間トイレに行く時はナースコールしてもらうように説明した。
待機医師に連絡し、外科当直医に診察してもらう。下肢レントゲン上骨折なし。ソフラチュ-ル、ガー
ゼ､包帯にて処置。以後右下肢免荷､下肢挙上､車椅子移動指示受け施行する。
移動時はＮｓコールし、1人では行動しない。また、ベッドに移ったのでと安心せず気をぬかないよう
に指導する。

１．歩行許可はよかったか検討。２．歩行の危険性の理解不十分で家族へ転倒の危険性は。３．
歩行時の靴使用。
リハビリアップされ患者のＡＤＬが拡大している時は、いつもの手順で慎重に行うよう促す
痴呆患者の行動に対する危険性の配慮とし、ＰＴは常に監視下に入れておく必要があり、常に予
測不能な行動に陥り安い事を前提に治療にあたる。リハビリをするにあたり、本人又は家族から
同意書をとる。

目で見るだけでなく、近くに行き安全を確かめる必要があった。また、何を重点に観察するのか優
先度の把握をする。

草取りをしっかりする
歩行時の見守り・付き添いの必要。
仕事の途中でもアラームが鳴った時点で見に行くべき

食堂に必ず一人職員がいて見守りする
観察を密にしていく。

12999

13000
13001
13002
13003

13004

13005

13006

13007

13008
13009

13010

13011

13012
13013
13014

13015

13016
13017
13018
13019

13020
13021

13022

具体的内容
背景・要因
歩行不安定で、離院傾向のある患者様を発見する。１階の階段をようやくあがっていくところで
普段から、離院傾向があることを聞いていたのですぐに対応できた。職員の昼食時間でもあり、病
あった。お話を聞くと、「福祉の人が来たんです。他に５人の人にもあったんです｣とおっしゃってい 棟が手薄であったため、観察が不十分になってしまったと思われる。
た。幻聴・妄想と思われる。足元が不安定なので腕を抱えて、３階の病棟に行き、自室へお連れす
る。
歩行練習のため家族と廊下で訓練中、歩行器が先に進んでしまい体を支えきれず転倒した。異常 歩行練習方法確認
なし。
歩行練習開始時に、少し目を離したらバランスを崩し転倒しそうになった。他のスタッフが気がつき 少しなら大丈夫と思い目を離したため。
介助しながらベッドに座った。
歩行練習段階の患者様、便意があり介助にてＰトイレへ移動し、ナースコールを手元に置き退室 ・転倒歴があり、危険度の予測が不足していた ・患者様自身が一人でベッドに戻れると思った事
する。2、3分後、コールにて訪室すると、ベッドサイドに尻もちをついている。外傷は認めない。
・下肢筋力低下
補液中で点滴スタンドを持ちトイレ歩行。洋式トイレで立ち上がったところペーパータオルのボック ペーパータオルの位置がよくなかった為と思われる。
スへ頭をぶつけてしまった。
補液目的のためＰＶをヘパロックにて使用していた。両上肢がもれやつまりにて血管確保が難し 包帯固定していたため、PV刺入部の観察が行えなかった。
く、23日右下肢にPV留置する。患者様が処置に対して抵抗著しく、また体動や自己抜針の恐れあ
り、包帯にて固定していた。その後もへパロックにてPV管理していたが、刺入部が不潔になってお
り、滴下も不良なため6日抜針し、左下肢にPV再留置する。その後右下肢のPV抜針部に発赤、腫
脹認め、医師により11日培養提出。培養結果にて創部よりMRSA検出され、また皮膚科受診し、
PV挿入部からの二次感染と診断。抗生剤の投与と創処置にて対処している。
母が患児に夕食を食べさせていた。この時ベッド柵は中段まで上がっていた。しかし、柵の片側し 長期の入院歴があり、母が油断してしまったものと思われる。また医療者側も「入院が初めてでは
かロックがかかっていなかったため患児が手を付いて体重をかけた時に柵が突然下がり患児が ないので大丈夫だろう」と思い込んでいた部分もあったと思われる。
転落した。その後母より報告があり、頭部は打ってないようだとのこと。すぐに訪室したが、患児に
変わった様子はなく、打撲の跡も見られなかった。ナースステーションにいた小児外科医に診察依
頼する。ひとまず経過観察となった。
母が不在時、付き添い用スツールベッドにいた児が飲物と取ろうとし転倒。
ナースに声をかけずに、児を一人にしてしまった。大丈夫という思い込みがあった。
母の妊婦健診についてきた1才半の幼児、ベビーカーに乗っていたが、ベルトははずされていた。 受診患者についてきた子供の世話は現実的には、受付事務員や検査技師など、外来内で対応し
母が検査を始めた際、児があばれだした為、看護師が支えたが、おさまらず危ない為、母の許可 ているが、受診者の安全のみでなく共に来た児の安全までも注意を払っていくのには、充分な人
をとり、ベビーカーから児を看護師がおろした。ベビーカーが転倒した為、直しているすきに児は1 手はない。
人で外の待ち合いに出て行き、追いかけたが、看護師の目前1ｍ位で転倒し、左前額部を打った。
すぐに救急外来を受診し、頭部打撲の診断がついた。
母親が「子どもがボールペンで喉をついた」と知らせてくる。児は泣いているが激しくは泣いていな 小児の特性として何でも口に入れる。
かった。医師が診察したが、呼吸状態、経口摂取、意識レベルともに異常はなかった。
母親がベッド柵を中段までかけた状態で患児の側を離れたため、患者が後追いする形で頭部より オリエンテーション不足
転落。外傷なし。
母親から「子供が点滴をひきちぎりました」とナースコールあり来室する。点滴チューブの持続部が 予測できない子供の行動。観察及び注意不足。
はずれ逆流して血液が流れていた。母親に患児側の点滴チューブを持ってもらい、急いで処置室
に戻り必要な注射器を持って再度部屋に入った。ベッド柵は両側とも上がっており患児と母親は共
にベッドに坐っていた。自分は注射器を持ち点滴スタンドに向かって処置をしていた時、ゴトンと音
がした。母親が見ていたが急に患児が立ち上がり、ベッドの足側柵から頭から転落したと母親が
言う。主治医報告。特に異常見られないためそのまま様子観察となる。
母親からナースコールあり。点滴の三方活栓が緩み空気がチューブの中に入り体の中に入ってい 三方活栓接続部のゆるみ。確認が不十分であった。観察が不十分であった。夜勤だった。
ると訴えあり。シーツ タオルケットがぬれていた。三方活栓と刺入部の間のチューブの中にエ
アーが少量ずつ７から８箇所混入していた。三方活栓は準夜で血小板輸血に使用していた。深夜
では他の２連の三方活栓から抗生剤が２時から３時までいっていた。三方活栓と２連の三方活栓
との接続が緩んでいた。柵ベットを使用していたために三方活栓の部分は柵の高さまで上がって
いた。
母親からナースコールがあり訪床すると患児がベッドから転落したと申し出があった。母親が急に 観察不足
吐気がした為に洗面台まで急いでいったのでベッドを上げなかった。その時に患者がベッドから転
落してしまったとのことであった。
母親からのナースコールで訪床するとベッドから転落したと訴えがあった。母親がベッド柵を上げ 観察不足 説明不足
ようとした時に児がベッド柵に寄りかかりそのまま頭から転落した。
母親が管理していた。母親が日中不在にして戻ってきて、「夕方に水薬昼飲まなかったのね」と言 入院時に内服薬について確認しなかった。
われて、持参の小児の水薬を預からなかった気づいた。
母親が子どもから目を離してベッドの外で物をとっていると、母親を追ってベッドから転落。ベッド 母親が子どもから目を離しているときに、ベッド柵が上まで上がっていなかった。
柵は半分しかあっがっていなかった。転落した瞬間、母親が気が付き床に付く時、頭部を持ったた
め頭部からは落ちなかったと母。転落した直後、涕泣した。明らかな外傷は見られず。主治医に報
告する。
母親が子供のベッドより室内の洗面所へ行こうとした時ベッド柵を下げたままの状態で子供が転 注意不足
落
母親が子供をベッド上に座らせてベッド柵を下げたまま、着替えを取り出していたところ転落した。 説明不足。転倒・転落のリスクに付いての説明が不足した。
母親が背を向けているとき患児がベットより柵を乗り越え転落した。異常なし。
患者状態把握
母親と一緒に入浴中、浴槽の前で滑るように転倒したとナースコールあり。泣いており意識清明で 患者・患者家族への指導不足
嘔吐もなし。左肘と左大腿に皮下出血あり。左側頭部も打撲するが腫脹、発赤なし。浴室からでた
後、医師が診察様子観察となる。バイタル測定、観察を行い、母にも患児に変化があれば報告し
てもらうよう説明する。
母親と乳児の両方が受診したが、乳児は会計不要の為にカルテが会計のところへ回ってこなか為 情報の伝達･共有との問題
に母親の薬ができたところで会計処理をし来たくさせてしまって乳児の薬を渡さなかった。母親が
子供の薬のないことに気付く。 特に患児への影響はない
母親と入浴中、ベビーバスの中でバランスを崩し、一瞬溺れてしまったと母より報告あり。本人の つかまり立ちはできるが安定せず。母親もずっとみて気をつけていたが、母１人でありずっと体を
機嫌はよく活気あり。バイタルサイン問題なし。呼吸安静。肺雑音無し。
支えていることができず、滑ってしまった。
母乳の中にHMS-１を入れ忘れた。NｓAが１２回調乳の児の６時のミルクの際、HMS-1を入れずに ・ミルクを準備する段階で、指示量などがあっているか確認できていなかった。 ・５時の他の児の
調乳箋で確認しないまま部屋に持っていく。２人で調乳箋をみてダブルチェックするも、パウダーが 哺乳とも重なり慌てていた。 ・ダブルチェックの際、観察が不十分だった。 ・調乳箋の記入欄が
ないことに気付かず。そのまま哺乳する。８時哺乳の際にNsBが６時に入れたはずのHMS-1が
見えにくかった。
残っていることに気付く。当直Drに報告。その後、HMS-1の量を増加したりしなくてよいとのこと。

改善策
会話の時間を作り、何を考えているのか引き出し、コミュニケーションを増していく。頻回に巡回を
行い、密に観察していく。
歩行が安定するまで看護師監視の基練習する。
目を離さずに注意して歩行練習する
・危険度の見直し・対策案の見直し ・患者様に繰り返し説明し、移動時は看護師を呼んでもらう
・下肢筋力増強訓練
トイレ内の整備、整頓を行い危険のないようにする。直ちに患者へ謝罪し、ペーパーホルダーの設
置場所を変更。
包帯にて固定している状態であっても、PV刺入部の観察は必ず行うべきであった。PV刺入日を明
確にし、日にちの経過が長い患者様に対しては抜針し、違う部位に再留置するようにする。

再度母に転落の危険性について確認した。

双方の協力関係を築く。日頃からの環境整備に留意する。
・受診時できるだけ家に児を預けてくる事や、公共の託児施設を利用していただけるよう案内して
いく。又そのための情報提供をしていく。 ・職場内で人手が足りない場合は早目にボランティアな
どを依頼して対応する。
事故防止のポスターを掲示する。家族に危険な状況を見かけたり感じたりしたら注意を促し危険
防止を説明する。 ボールペンを口に入れるときは喉を突く可能性があることを知る。
具体例の患者家族への提示教育
処置を行う時は、患児を視界に入れながら行う。

三方活栓部の接続部はゆるみがないか確認 不要な三方活栓は外す.

ベッド柵を常に上げておくように説明する。
ベッド柵を上げる時にも児が転落する可能性があるので注意するように説明した。児の転倒転落
のリスクについて再度説明した。
入院時に必ず内服薬について確認する手順の遵守
母親にベッド柵を一番上まであげるように再度説明した。落ちる危険性があることを再度説明し
た。
入院時の説明だけでなく、当日入院の子供の母親や家族に対して、安全の声かけをする様にす
る。
転倒転落のリスクに付いて再度説明した。
ベット上でもよく動き回る患児だったので母親にも十分注意協力依頼する。
浴室は滑りやすいため、注意して行動してもらうよう母児ともに指導する。

当日会計不用のカルテも必ず会計に回し、確認処理をする。
本人があまりに暴れるときは、本人を先にいれる。目を離さないようにする。
・ミルクを準備する時は、調乳箋で指示量などがあっているか確実に確認して部屋に持って行くよ
うにする。 ・ダブルチェックの際、2人で調乳箋を見て、名前・指示量が合っているか確認する。 ・
調乳箋をみやすく記入するようにする。

包交介助時、「3日夕より流動食開始。１食上がり」の口頭指示を医師より受けた。翌日、他勤務者 包帯交換中の口頭指示受けで、報告を後でしようと思い、忘れている。当日の担当看護師もｶﾙﾃ 口頭指示受後、ﾒﾓしﾘｰﾀﾞｰに伝える。ｶﾙﾃ指示を見る習慣をつける。
から、食事開始が１食遅れたとの指摘で、食事入力・ﾘｰﾀﾞｰへの報告忘れに気づいた。患者に謝 指示で食事の確認をしていない。
罪した。次の、勤務者への伝達もしてなかった。
13024 報告書に「再検査」の所「異常なし」で記入した
システムと確認の問題点
再度確認
13023

500

13025

13026
13027

具体的内容
放射線科から患者呼び出しの連絡を深夜看護師が受ける。電話でＡ氏と確認。日勤看護師に電
話内容を伝え、日勤看護師が対処する。日勤看護師はＡ氏のＩＤカードをとり患者に渡した。このと
きＢ氏をＡ氏と思いこんでいた。患者は氏名を呼ぶとはいと返事をされる。放射線科でも患者氏名
を呼び、患者ははいと返事をされ、撮影を行なう。 深夜看護師が放射線室よりＢ氏が出てくるとこ
ろをみて、電話を受けたＡ氏でないことに気づく。
放射線科で大腿骨計測終了後病室へ戻り左下肢の調整をしようと布団をめくると物差しがあるの
を発見する
放射線科へＣＴと胸部ＸーＰがあると言っておいたのに全腹ＣＴ（＋）を先に撮っていた。患者さんが
ＣＴ室前に座っていた為ＸーＰが終わったと思い込み先に撮ってしまったとの事。患者はＯＰのため
入院となった。
放射線科より患者の検査連絡があった際に、看護師が患者氏名をよく似た別の患者と聞き間違
え、別の患者を検査してしまった。

背景・要因
日勤看護師はＢ氏をＡ氏と思いこんでいた。患者は違う名前を呼ばれているがはいと返事をして
いる。（病室、放射線室の２度）患者は少し難聴であった。

改善策
ＩＤカードを渡す際は、患者に氏名を名乗っていただく。放射線科でも患者氏名を名乗っていただ
く。

取り忘れ

十分煮注意が必要

ケアレスミス・思い込み

確認してから撮影を行う。

検査連絡を受けた看護師が、ナースステーション内の検査日程表との照合を怠った。検査側は、
患者に声をかけ確認をしたが、患者が違った名前で呼ばれたにもかかわらずそのまま返事をした
ため、発見できなかった。
13029 放射線科医師が読影時に他患者用の所見用紙に記載
複数のフィルム、所見用紙を同時に処理していたため
放射線科医師は、主治医からの依頼票が造影剤不使用でＭＲ撮影依頼であったが、次の患者の 依頼票の患者の名前を確認しなかった。 放射線科技師等によりが準備が出来た時点で、別な作
造影剤使用の依頼票を見て造影剤使用を看護師に指示した。この時、患者本人は造影剤使用の 業をしていた放射線科医師が入り操作台にあった次の患者の依頼票を見てしまった。看護師が、
13030 話は主治医から聞いていないと言ったが、放射線科医師は造影剤を使用することを説明し納得さ 造影剤使用時に患者確認（呼名）をしていなかった。職員が患者を確認をするという基本的ルー
せ、看護師が造影剤の注射をしてしまった。撮影後、依頼票が次の患者のものであったことが判 ルを遵守しなかったことによるものが大きい。職員の意識改革が必要。
明した。患者の身体に及ぼす影響はなかった。
放射線科医師より血管造影の返信の指示を転記する時に、午後オンコールのため昼欠食の所を 看護師一人でチェックするシステムだった（ダブルチェックのシステムがない）。病棟の看護師が気
13031 朝欠食と○をしてしまった。当日の９時に病棟の看護師からの連絡を受けて間違いに気付く。医師 付かなかった。
へ報告し、点滴を早めに開始した。
放射線技師からレントゲン依頼表を見せられ撮影の順番を決めた際に、患児の名前を勘違いしレ 当日４名撮影だった。伝票を見たときに患児だと思い込んだ。放射線技師と伝票と患児の名札を
13032
ントゲンを依頼した。フィルムを見て医師より患者間違いを指摘される。
照らし合わせなかった。
放射線技師は手術室からレントゲン写真撮影の依頼を受けた。電話を受けた情報（ＯＰ部屋ナン ・放射線技師はレントゲン写真撮影の依頼があったとき、ＯＰ部屋ナンバーと撮影部位のみの聞き
バー、撮影部位）で写真撮影を行なった。撮影時、患者の名前を確認することを怠り、手術の予定 取りで、患者氏名を確認していない。 ・手術室では患者が退室するとき必ずレントゲン撮影をす
表（患者氏名・ＯＰ部屋ナンバー・撮影部位・ＯＰ終了予定時刻が記載されている）で当てはまる患 るし、放射線技師は常に手術室にいるので依頼する側、受ける側とも氏名の確認をすることを意
13033
者名を捜した。一致した患者Ａの名前で現像しオーダーを終了した。その後患者Ａの名前で写真 識していない。
撮影の依頼があった。医師の指摘で写真撮影を終了していたのは患者Ｂであったことがわかっ
た。当初予定していたＯＰ部屋ナンバーが変更されていた。
放射線治療の患者が放射線野に外用薬の貼付があり、「麻薬剤」だと調べず、自分の判断で剥い 放射線治療野に麻薬剤を貼付していた。放射線の治療の妨げになるため、場所の変更を担当医
13034
だ 放射線治療中、カルテで確認したところ、麻薬剤だとわかり再度貼付した。
に依頼する等の判断に問題がある。
放射線治療の女性患者を二人受け持っており、2人とも本日から開始の内服があった。一人の患 与薬時の確認を怠った。与薬時の第3者によるチェックがなかった
13035
者に薬を渡し説明をした。その後名前が違うと患者さんより指摘を受け、間違いに気づく。
放射線治療終了後、患者様をベットからおろす時に点滴ルートがベットにひっかかりルートに小さ 自分の観察不足。
13036 な穴があいた。すぐに看護師さんにみてもらい点滴もほとんど終わっていたので、止めてもらった。
13028

13037

13038

13039

13040
13041
13042
13043
13044
13045
13046
13047
13048
13049
13050

放射線肺炎治療薬（ステロイド、抗菌剤、胃粘膜保護剤）院外処方箋発行後、患者さまよりPLも追
加してほしいと依頼あり、前の処方箋を中止とし、再度入力、処方。しかし再出力した処方箋と前
の処方箋の入れ替えを忘れた。患者さまはそのまま帰宅。10日処方箋が残っていることに当事者
の医師が気付き患者さまにtel、PLを受け取っていないことを確認した。患者さまも薬局にPLが処
方箋に記載ないことを確認していたが、次回受診日に処方されればよいと考えていたとのことで
あった。事情を説明、患者さまに謝罪した。会計に連絡、PL処方漏れによる患者さまへの過剰請
求は発生していないことを確認した。
蜂刺されの患者への指示に、5％Gl20ml+セファランチン2Aとあったのを5％Gl20ml+セファランチン
1Aで静注してしまった。
蜂窩織炎にて来院した患者が、セファメジンＤＩＶと一般採血の指示を医師が出していた。しかし、
採血指示を見落としできていなかった。施行したＮｓは、非医療スタッフより点滴をお願いしますと
もらったので、点滴だけだと思い込んで見落とした様である。非医療スタッフも新しい人がついてい
たようで見落としたようである。
訪室し、顔をみると前頭部に腫脹、内出血あり、ふれるも苦痛症状はない。担当医師に報告し、Ｃ
ＴＸ線撮影の結果頭蓋骨骨折と診断される。
訪室したところ、チューブがはずれていた。
訪室したところ、胃チューブが自己抜去されていた。
訪室したところ、患者様がベットの下に座っていた。ベットからすべったとのこと。
訪室したところ、自室内で転倒し、左季肋部をオーバーテーブルにて打撲したとの事を本人から事
後報告あり。打撲部位の痛み訴えあり。発赤・腫脹なし。アドフィードを2枚貼付した。主治医に状
況を電話報告。患部X-Pの指示を受ける。
訪室したところマーゲンチューブが自己抜去されていた
訪室したところ右手にマーゲンチューブを握っているところを発見。自己抜去したあと。
訪室したところ口の中に処置に使用したガーゼを含んでいた。
訪室したら、胆道ドレナージのチューブ自己抜去していた。異常なし。
訪室したらベッドサイドに座っていた。痛みなどの訴えはなかった。
訪室した際、夜間ポータブルトイレに移動中に滑り落ちて転倒したと本人より。マイスリー１／４服
用中であった。発見時はポータブルトイレにて排尿中であった。終了後バイタル確認。医師・当直
師長に報告。経過観察となった。患者本人には伝えてあったが、再度、体動時にはナースコール
をするよう指導した。
訪室した際に患者様が「さっきパウチの便を出していたら、前のめりになってすっころんだ」と訴え
る。擦過傷や打撲の後は見られず。
訪室した時、テープらしきものを口に入れているのに気付き、口腔内から取り除いた。

決められた確認手順を守るよう、部署ミーティングで徹底。病院全体としては、リストバンド導入を
検討中。
所見記入時に、患者名を再確認
操作台には、現在撮影している患者の依頼票に撮影中と表示し、次の患者の依頼票は操作台か
ら離れたボックスに入れて置くことにした。患者確認は、基本的ルールを遵守するように徹底した。

看護師２人でチェックする。
放射線技師とともに伝票と患児の名前をチェックする。 フィルムを技師に渡す時にも名前をもう一
度復唱する。
依頼する側も、受ける側も氏名を確認し放射線技師はＯＰ部屋のドアに明示してある入室患者名
を確認する。

麻薬の知識をもつ。カルテ等の確認を行い、医師の指示を仰ぐ。
与薬手順の確認
もっと点滴のルート、患者様に注意をはらってベットをうごかさなければならなかった。

うっかりミス。プリンターに慢性的に、発行しても患者さまなどにお渡ししない行き場のない用紙が プリンタ排出口にいらない紙を残さない
打ち出されて残っている。

急患が来ていると呼ばれた。また、担当の看護師が休みだったので代わりに行なっていた。
ケアレスミス・思い込み

観察不十分

注射指示伝票を十分確認しなかったために起こったことであり、思い込みでなく伝票をきちんと確
認してすること。
カルテをよく見て医師指示をみてから施行する。

部分的ではなく患者さんの全身を見て看護、介護を行う。忙しさにかまけず、落ち着いてケアす
る。
訪室の回数を多くする。
観察の徹底
きちんと観察する
身体状況を素早く把握。危険予測できる場合はしっかり声をかけていく。

・チェックの仕組みの問題点 ・観察不足
業務、労働体制上の問題点
観察不足
患者状態の把握不足
チェックの仕組みの問題点
観察不足
患者の空腹感。手の届く位置のガーゼの存在。
患者状態把握
観察不足
もっと頻回な訪室が必要であった。（２時間毎を１時間毎に）

観察の徹底 訪室回数増
PEGへ移行。
処置用被服材の検討
高齢であることも配慮し、頻回な訪室をする。固定方法考える。
・危険行動がある時は抑制させていただく ・頻回に訪床し観察する
認知レベルは正常な患者であり、ナースコールも自己で押せるため、ポータブルトイレをベッド側
に近づけて設置するなど配置を考えた。また夜間はブザーを押すよう患者に指導した。

カーデックスにＡＤＬに介助がいると記載されていなかった。ＡＤＬの状況を把握していなかった。自 ストーマ、ウロストミーの処置を看護師が介助する。何でも自分でしようとせずに看護師に声をか
分で動こうという意欲が強い。
けて一緒に実施していくことを伝える。
患者様の手の届く範囲に、口に入れそうなものを置いていた。
口に入れそうなものは患者様の手の届く範囲に置かない。頻回に訪室し、異常がないか確認す
13052
る。異食の可能性がある患者様であることを常に意識しておく。
訪室した時、自室トイレ向かい側の所に座りこんでいるＡ氏を発見。排泄後ズボンとパンツをあげ 自室のトイレで排泄するときには、見守りをするべきであった。
不穏時、話を聞き食堂に車椅子できてもらう。
13053 ているときに、転倒された様子で、本人も「トイレの後に転びました。」と言う。右眼上部より出血あ
り、左足第1に痛みの訴えあり。右頬部痛あり。
13051

501

13054

具体的内容
訪室した所「これは食べられるもの？つけるもの？」と手にとってさしだされた。差し出されたのも
は５０％ネグミン液の入った綿球入りの容器であった。「私、分からなくて、なめてしまったけど…大
丈夫」と言われた。「これは食べ物ではないです、イソジンの薄めた液がついたものなので、大丈
夫だと思います。」と答え患者様に症状や異常のないことを確認して退室した。状況を師長へ報告
を行った。
訪室して、抑制をはずし、寝衣を脱いでＴＰＮチューブを自己抜去しているのを発見する。
訪室するが電気が消えており患者不在のようであったが横を見ると床に座り込んでいた
訪室すると、ベッドサイドに座り込んでいた。Ｔバーは開いており足元の柵はしてあった。

背景・要因
改善策
薬剤使用後の後片付けが出来ていなかった。テーブルの整理整頓が出来ていなかった。 患者 処置をするときはワゴン車に物品を持参し、物品をワゴンで使用するという基本動作を再確認す
様は視力障害があり容器に触れ何とか字は読めたようだが、昼食のお膳の近くにあったため食べ る。
れるもの（ヨーグルト・プリン・ジャム）と思った。そのため一応舐めて確かめた。ネグミンが入って
いる容器が紛らわしかった。

安全を最優先し、抑制の工夫をする。頻回に訪室し、声かけをする。
付添の方がいない時は必ず看護師に伝えてもらい、患者には目の届くところに来てもらう。
Ｔバーを足元の柵の内側で固定する。ナースコールの説明と手元に置き用事がある時はナース
13057
コールを押す指導をする。
13058 訪室すると、ベットの横に転倒されていた。
観察不足
何度あるようなら、タタミの部屋の使用も考える。
13059 訪室すると、ベッド柵を外し床に正座しているところを発見した
他の患者様のオムツ交換を行っていて、鈴の音が聞こえなかった
２１時に就寝するよう促す。
訪室すると、胃チューブがベッド上に置いてあった。尋ねると「気持ち悪かったから抜いた」と言う。 発熱していたこともあり、意識清明ではなかった。クリアな状態でないのに、自己抜去の防止策を 患者の状態が頻繁に観察できる部屋に移動してもらうか、頻繁に訪室する。
13060
主治医へ報告し、夕方再挿入された。嘔気・嘔吐はなかった。
とっていなかった。胃チューブによる不快感があった。
13061 訪室すると、患者様がベットの横に転倒されていた。
観察不足
ベットを低くする。ベット柵を3本使用する。
13062 訪室すると、患者様が床に転倒されていた。
観察不足
きちんと観察する
訪室すると、靴下だけで床に座っていた外傷なし、背部痛を軽度訴える。
靴下のまま歩行し滑ったのではないかと思われる。入院後、日が浅く見当意障害がでたのではな 動くときは必ず靴を履くよう説明、ポータブトイレの使用説明、ウーゴ君装着、頻回に訪室する。
13063
いか。
訪室すると、左側のベッドの柵の間から、頭がずりおちるような感じで身体半分ベッドから落ちてい 日中から悲観的な言動あり。自殺を臭わす言動もあった。
精神的に落ち着かない患者様への対応の仕方について、研修をする必要がある。
13064 る。首を曲げるような感じで床に頭がついており、すぐにもう一人のNsを呼び、二人がかりでベッド
に戻す。
13065 訪室すると､床に座っていた。本人が、あたまをぶっけた、と訴える。経過観察
巡視体制
夜間巡視は1時間間隔としている。
13066 訪室すると、胆管ドレナージのチューブを自己抜去していた。
患者状態把握
家族の協力要請、腹帯など固定するようにする。
13067 訪室すると、点滴の接続部がはずれていた。
観察不足
細目に観察する
訪室すると、病棟師長が倒れていた患者を起こしているところを発見する。病棟師長に尋ねると、 １、柵の固定が不十分だった。 ２、患者の認識が不十分だった。
１、柵を固定し、離床センサーを設置した。 ２、再度ナースコールについて説明した。 ３、部屋の
言語リハビリに呼ばれたために訪室したところ、トイレのドアが開き前のめりに倒れていたとのこ
訪室回数を増やす。
と。そのとき寝衣はずれ、足元にまで下がっており、便失禁もあった。自分でベッド柵をはずし、自
13068
室トイレに行っていたよう。本人疼痛等言われず。腫脹等も見られず。主治医に報告。診察してい
ただき、経過観察でよいとの指示あり。その後、本人・家族に説明し、ベッド柵を固定・離床セン
サー設置させていただく。
訪室すると、冷蔵庫側に頭を向け横たわっている所を発見する。冷蔵庫が半開きになっていたこと 転倒の危険性が高い状況にある患者であるにも関わらず、しっかりと関わりが持てなかった。
高次脳機能障害があるが、最近はＡＤＬ向上し行動・精神的にも落着き、状況により遠め見守りも
や本人の言葉から、自分で冷蔵庫のジュースを取り出そうとしたようだ。ベットの柵を外して移乗用
可能であった。しかし、むらがある状況も変わらないことから、咄嗟の行動に出ることはどんな時で
バーにつかまりながら床にすわり、取ろうとした時に体が回転し横になったと思われる。打撲部位
も念頭に置いて関わる必要があった。転倒経験がある患者ADLも本人の意欲も上がってきてい
を確認し、医師へ報告。指示にて経過観察となる。
て、車椅子での行動も病棟内は見守られながらも、１人で動いている事が多くなっていた。活動量
も多くなり、行動範囲も広くなり自分でも出来ると思って行動を起した結果が転倒につながった。高
次機能障害がある為、現在の自分の生涯を認知できない状況である。この事実を看護師はしっか
13069
りアセスメントして、ちょっとした変化、周りの状況の変化等分析し、転倒が続かないよう看護して
いきたい。今回は、ジュースを母親が冷蔵庫に入れて行ったという事があり、それが行動に移す引
き金になった。その情報があり、ちょっとした気遣いでジュースを飲ませていれば転倒につながら
なかったか？今後も患者の事をよく知り（性格も）、ちょっとした気遣いが出来るよう指導していく。
アセスメントが足りない。危険因子は患者本人であるから、空腹感・口渇感等を考慮して患者に
関っている様子が見えていない。高次機能障害があるから、多方面からもアセスメントして下さい。
13055
13056

不穏があり、両手を抑制していた。観察不足であった。
付添がいなかった
自分でＴバーを開けて降りようとしたと考える。

訪室すると「３０分前に、こけたんや顔を洗おうとして丸イス押して洗面台まで行く途中バランスくず 移動時に車イスを使用せず丸イスを使用したため。
して右大腿部を打って転んだ。今右足先がピリピリしてる。」と言われる。自室の洗面台へ行くのに
車イス使用せず部屋においていた丸イスを使い転倒する。
訪室するとIVH部のテープがはずれパジャマ枕に出血ありみるとIVHが抜けている。
IVH部をさわったり、バルーンチューブの所に手がいったりしていた。注意をしていたが再固定はし
13071
てなかった。
訪室するとＮＧーＴが抜けていた。患者様に確認すると「横を向いたらスルスルと抜けてしまった。」 観察不足
13072
と言われた。
訪室するとすべてのチューブ、ライン自己抜去していた。不穏を予測し一時間おきに訪室し、ホル 患者状態把握
13073
ダーにて抑制していたが抜けていた。
訪室するとベッドサイドで膝立ちでいるところを発見する。他の患者のモニターをＴＶだと思い、消し 用事があったら、ナースコールするように指導するが、押さず自分で行動してしまう。柵を外して移
13074
にいこうとしたとのこと。特に打撲痛、打撲斑なし。
動する。
訪室するとベッドサイドに横になっている。柵の間よりすりぬけたと言う。打撲等認めず、「どこも
注射準備のために誰も付き添っていなかった。 認知障害がある。
13075
打っていない。向こうに行こう。」と話す。
訪室するとベッドサイドに座っていた。便をしようと思いベッドサイドの下にある、便器をベッドに置 安静度の理解不足という評価が、ナース側で十分出来ていなかった。いつもナースコールを使用
13076
いたが、排尿があり床が汚れてしまった。床を拭いているところを発見。
してくれるので、そのことに対しても問題は、感じていなかった。
13077 訪室するとベッドサイドに転落していた
ベッド柵４本使用していたが面会人にて取り外されていた
訪室するとベットの横で床にしりもちをついた状態でいた。異常なし。自分で起きて尿器で排尿しよ 患者状態把握
13078
うとしてバランスを崩し転倒した。
訪室するとベットの下で四つんばいになっていた。入眠剤使用したため３０分ごとに訪室していた 患者状態把握
13079
が離床センサーも反応せず、原因不明。センサーは点検する。
訪室するとベット柵が上がったままベットと壁の間に座り込んでいた。外傷なし、ズボン脱ぎ尿汚染 患者状態把握
13080
あり。
訪室するとベッド柵の間から頭を下にしてずり落ちているところを発見した。頭、左肩、腕が落ちて 観察不足。起上がり動作などはなかったので大丈夫だと思っていた。
13081
いた。意識レベル、バイタル変化なし。
13082 訪室するとマーゲンチューブが抜去されティッシュに包まれていた
患者把握が十分されていなかった
訪室すると一人でベッドから降りてイスに座っていた。見ると尿道カテーテルが抜けていた。座って ターミナル期で麻薬を使用している患者様であったのでもうろうとしていた。観察不足
13083
いる場所と反対側に蓄尿パックが取り付けてあったため引っ張って抜けてしまったと思われる。
訪室すると下着姿であり、普段点滴が終わるとナースコールで知らせるが、血液逆流を認めてい 疼痛のため、体動が緩徐であった事。点滴中であったこと。
13084 たため尋ねると、トイレに間に合わなくて、自分のおしっこですべった、頭とおしり、右肘をかるくうっ
たとのこと。当直医診察。経過観察とする。バイタル変動なし、意識清明。
訪室すると患者がＮＧチューブを自己抜去していた。右手の抑制帯は外れていた。意識レベルや 業務繁忙。判断不足（抑制しているという安心感）。観察不足（抑制の状態）
13085
状態の変調等観察し主治医に報告。バイタルの急激な変動や意識レベルの変化はなかった。
訪室すると患者が胃管を自己抜去していた。
左上肢（健側）側の動きが活発であった為、部屋を離れる時は抑制が必要であった。大丈夫だろう
13086
という思い込みがあった。

移動時には、必ず車イスを使用する。

13070

502

何回も抜かないように説明をし、家人に出来ない場合は抑制の同意書をもらうようにする。
テープ固定を確認し取れそうな時はすぐに貼りかえる。患者様に体位を変える時はラインに気をつ
けて行うように説明する。
抑制をもっと確実にするべきだった。呼吸状態良好だったため、早く主治医に抜管について相談す
べきであった。
柵を固定式に変更する。訪室、観察を頻回に行う。
側に付き添えない時は車椅子に乗って頂き看護師とともに行動する。
ベッド上安静の患者は、床上排泄にストレスを感じているため、細かい説明と配慮が必要であっ
た。
・家人面会人へ説明する ・頻回に訪室し安全な環境かどうか確認する
頻回な訪室。消灯前には必ずナースコールをするよう指導する。
訪室回数増やす。枕燈を点燈しせん妄の抑制を図る。
ベットとの隙間をなくすためベットを壁につける。頻回な訪室、ナースコール指導。
危険行動があれば頻回に訪床し観察する。必要時抑制させて頂く。
患者状況の把握をきちんとする。頻回な訪室。固定方法
危険行動があるときは抑制させていただく。
点滴中は、無理せず尿器を使用するよう説明が必要であった。
抑制する場合は可動域等考えてすること。チューブの位置の確認、整理整頓。
安全を考慮に入れたアセスメントを行っていく。

具体的内容
訪室すると患者パジャマ胸元ガーゼとシルキーポアが団子状になっており、それらを取り除きIVH
の確認するとルート途中より切断されたまま固定ありカテーテル先側はひも結びにして枕元にあっ
13087 た。本人に問うも「ほっといてどないもない」と怒っている。IVH抜去部残糸は無く、出血もなかった
なお手両上肢の抑制はされていなかった。

背景・要因
改善策
以前より自己抜去されておりIVHの固定、両上肢の抑制も同意書をもらっていたが、自分で外して 同じような事が数回繰り返されているためIVHなど方法の検討する。
しまうなど十分効果的に出来ておらず、IVHを自己抜去される可能性は高い状況にあった。主治
医にソケイ部からのIVH留置について検討していただくよう依頼したが、結局、右鎖骨下より留置さ
れ、留置部位からも抜去される可能性高かったように考えられる。グローブ装着による抑制も行
なっていたがそれも自己抜去していた。
13088 訪室すると患者様が、ベットサイドにしりもちをついていた
観察不足
きちんと観察する
訪室すると患者様がＡラインを自己抜去しようとしている所を発見した。良く見ると末梢静脈ライン
観察不足
受け持ち看護師が休憩に入る時に観察を依頼されその時に睡眠中であるとの情報が
こまめに訪床し観察する。観察を依頼された時はすぐに患者様の状況を見て把握しておく。
13089
を自己抜去していた。
あり、安心していた。
訪室すると患者様が中心静脈ラインを触っていたので確認すると刺入部からチューブが抜け出て
観察不足。ミトンで抑制していたがベッド柵を叩くため外していた。
ミトンをつけていただく。
13090
いた。
訪室すると患者様が病室の入口で座り込んでいた。患者様は「用事があるので行こうとした」と言 観察不足
再度離床が考えられるために抑制させていただいた。
13091
われるがはっきりしない。
訪室すると気切カニューレを自己抜去しているのを発見する。
観察不足
気切カニューレを装着している患者様のため、上腕の動きに常に注意し訪室時、気切カニューレ
13092
や上腕の位置を確認する。
訪室すると胸郭の動きが以上に大きく、人工呼吸器の一回換気量３００ml代に対して呼気換気量 気道内圧警報の設定が６０cmＨ2Ｏになっていた。
人工呼吸器設定内容だけでなく、その他のダイヤルの設定も確認。勤務交替時は必ず確認する
８００ml代、気道内圧５０cmＨ2Ｏまで上昇しているのを発見、ＶＳ著変なし。ＳＰＯ2低下なし、チア
習慣を身に付ける。
13093
ノーゼなし、臨床工学技士に報告・相談の上人工呼吸器を変更・交換。交換後吸気・呼気換気量
３５０ー４００ml前後、気道内圧２０cmＨ2Ｏ前後で安定する。
訪室すると仰向けで倒れているところを発見する、顔を拭くタオルを取ろうとして転倒したといわれ ベッドに端座位になりタオルを取ろうとして前傾になりそのまま転倒した。
上肢の拘縮もあり、筋力の低下もあるので物が落ちたときは無理せずコールするようにする。ベッ
13094
る。
ド周囲を片付ける。
13095 訪室すると靴を履きベット柵の間から降りた様子。床に座り込んでいた。
観察、病室見回りの問題点
当分の間、四本柵で様子をみる事にする。（拘束委員会、御家族報告済）
訪室すると経管栄養のボトルが床に落ちているのを発見する。数分前に訪室時、ボトル内（イン 点滴台が一部破損していたため、ボトルをかける時破損部側にかけていたと思われる。
ボトルが外れないように点滴台にかける。体動がある患者様なので経管栄養中は訪室を多くす
13096
シュリンキット）残４００ｍｌあり。
る。
13097 訪室すると擦過傷あり、トイレに行ってこけたとのこと。
患者状態把握
患者の睡眠状態、意識レベルを把握。ナースコールの指導。
13098 訪室すると車椅子から滑り落ちていた。車椅子に敷いていた座布団と一緒に滑り落ちたとの事。 安全ベルトがしてなかった。
座布団を敷く時は座布団も固定する。一人で車椅子に座って頂いている時は安全ベルトをする。
訪室すると車椅子よりずり落ちているところを発見。外傷なし。
建物の構造上、監視が行き届かない。
少し痴呆のある患者様なので訪室のたびに車椅子のストッパーがかかっているかを確認。また行
13099
動パターンをできるだけ把握し気配り目配りを行い事前対応に心がけ、事故防止に努める。
訪室すると手に錠剤2T持っており,何の薬なのか問うも口の中に入れ、慌てて内服する。床頭台確 入院時に持ってきた持参薬を調子にあわせて内服していた。その薬を把握できていなかった。
薬を預かり、薬の件はDrと相談することする。持参薬に関しては確認を徹底していく。
認するとネオドパストン、カバサール、ミオナール2シートずつ入っている。本人は朝動きが悪いか
13100
ら内服したという。薬の調整の必要があるので勝手に内服せず、Drに相談するよう話す。しかし
「自分の体は自分が一番わかっている」と言い起こり口調。とりあえず薬は預かる。
訪室すると床に横たわっていた。転んだときベッドで頭部を打つ。
リハビリで歩行練習しているため一人でも歩けると思いこんでしまったため。リハビリから歩いて 頻回の訪室
13101
帰ってきたため車椅子がベッド脇になかった。
13102 訪室すると床に座っていた。お茶を捨てようとして歩こうとして滑り落ちたという。異常なし。
患者状態把握
ナースコール指導。徘徊センサー設置。頻回な訪室。
訪室すると床に倒れているところを発見。車椅子座位中にブレーキを外しベッド柵を持って座りな 環境整備に関する職員のミス
動きたいと本人の要求があったがＮｓコールが届かないところにあった。Ｎｓコール延長し再度Ｎｓ
13103
おそうとした際に車椅子が動き滑り落ちたとの事。打撲、痛み無し。
コール誘導を行なう。
13104 訪室すると上腕部点滴を自己抜去していた。異常なし、上肢に変更し続行となる。
患者状態把握
頻回な訪室し、その都度点滴滴下刺入部を確認する。
訪室すると足に挿入されていた末梢ラインを自己抜去していた。出血はなく患者に確認すると健忘 高齢の健忘症状のある方に留置したままでいいのかの判断が必要
ラインの抜去予防として、包帯を巻き靴下を履いてもらった。
13105
もあり「そうなんですか」と理解得られない様子。
訪室すると注入食が胃ろうチューブ接続部からもれているのを発見した。
チューブをロックできない。
ロック出来るタイプに変更できないか検討する。頻回に訪室し、確認を行う。布絆創膏等でしっかり
13106
固定する。
13107 訪室すると転倒された患者様を発見する。
観察不足
不穏時話を聞き、食堂に車椅子で来てもらう。
13108 訪室すると尿道カテーテルが抜去されていた。
観察不足
頻回に訪床して観察する。必要時抑制させて頂く。
13109 訪室の際サンプチューブが自己抜去されているのを発見する
頻回の訪室すべき
固定をしっかりとする。家人に不動手袋の使用について相談する。
訪室を頻回にしていたにも関わらず数分の間に独歩にてエレベーターに乗り、一階出入り口より 痴呆患者の受け入れは基本的に行っていないが、家族面談時及び紹介状にはそのようなことは 重度の認知障害があるためスタッフ同士声を掛け合い見守っていたが時間帯での盲点があった。
13110 出られ事務所近くで座っているのを発見される。両掌両膝擦過傷あり。ゲンタシン軟膏、マスキン 記載されていなかったため当院入院となった。
出入り口のセンサーは設置済み。退院済み。
消毒。
訪室時、横たわっている患者を発見。かけ布団の上にのっておられ外傷なし。
同室患者には１時間毎の訪床を行っており、その際にも患者へはオムツ交換をしたり、尿器をあ 記載なし
13111
てたりと関わりは持っている。痴呆もひどく記憶力も低下している為、指導はなかなか難しい。
訪室時眠っていた。３０分後に再度訪室すると右手に傷があり出血あり、右前額部にも皮下出血 前日にマイスリー内服されており、ふらつき等注意が必要であったが、観察を怠った。ペアナース ・頻回の訪室をする ・夜間必要であれば家人の付き添いを依頼する ・身の回りの危険物の整理
13112 みられる。
本人にどうしたのか聞くと、こけたという報告あり。状態を医師に報告、右手創部
に声かけが出来なかった。ナースコールを押してもらうよう、指導が十分できていなかった。また、 ・起床時排尿の声かけ ・看護師見守る
ガーゼ保護とする。
理解不足であるため指導が困難だった。
訪室時、DIV終了していた為、ポートから抜針しようとするが、病衣や保護していたガーゼ等濡れて DIVが漏れる前の処置や体位変換等で針が抜けかけたと思われる。体位変換後のDIVルートの確 体位変換時に刺入部とルートの確認を行う。
13113 いるのに気付く。ポート周辺も皮下にもれている様子。DIVのポート針は完全に抜けておらず、約 認が不十分であった。
100ml程のDIVが漏れたと思われる。
13114 訪室時、ＮＧーＴを自己抜去しているところを発見した。
四肢の動きが見られなかったので抑制等の対策はしていなかった。
頻回に訪床して観察する。
訪室時、インスピロンとＯ2マスクの接続はずれ、ＩＶＨ側管の輸液セットも外れていた。顔面紅潮、 肺炎で入院中の透析患者。体動激しくチューブトラブルを繰り返していたため、頻回の観察が必要 入院時の状態把握・観察の強化。
13115
呼名に返答なし。
だった。
13116 訪室時、ペインコントロールとして麻薬のデュロテップパッチが体に貼られていないことに気付く。 各勤務帯での確認がされていなかった。
デュロテップパッチ貼用部位の検討。(患者さんが剥がしづらい場所の考慮が必要。)
訪室時、ベッドサイドに転落していた。
会話も、しっかり返答されていたため安心してしまっていたが、高齢であるにもかかわらずベッド柵 ベッド柵数の検討（４つしておくべきだった）
13117
２つしかされてなかった。
訪室時、ベットサイドに腹臥位で横になっているのを見つけた。打撲部位を確認すると首を横にふ 脳梗塞による意識レベルの低下・認知障害があった。夜間帯で看護師は他の業務をしていた。
ベッドからの転落の危険があり、マットレスのみにした。
13118
り、打撲の様子はない。壁を指差して「あっちに行こうと思った」と言う。
訪室時、ベッドサイドの床に体を丸め横になっている。ベッドサイドにて尿器使用し排尿後、くつ下 観察不足。靴下のまま床に立った。
排泄時には看護師に連絡してもらう。靴下のままで床に立たないようにし、必ずくつを履いてもらう
13119
をはいていたため、足をすべらせ倒れてしまったと訴える。
ように説明する。
訪室時、ベッドとポータブルトイレの間に座り込んでいるところを発見。本人より、トイレに行こうと 以前より一人でベッド柵をはずし歩いたりという行動認めており、転倒のリスクは高い状態であっ 患者様の排尿パターンを把握しこちらから声かけしてトイレに誘導していけばよかった。安全目的
13120 思ったら足が滑って止まらなくそのまましりもちをついてしまったとの事。
た。排泄時にはＮＳコールを押すように何度も説明するが理解してもらえず、一人で行動すること で４点柵をベッドにしっかり固定しておけばよかった。うーご君などの離床センサーを設置できてい
が多く、今回の転倒が発生したのだと考えられる。
ればよかった。
訪室時、ベッド柵に左上腕が挟まれた状態でしりもちをつき転倒している所を発見する。
朝食が終わり談話室から部屋に戻ったが、車イスに乗ったままベッドサイドで待ってもらっていた。
談話室から戻る場合、すぐにベッドへ戻ってもらう。ベッドサイドで待ってもらわずにすぐにベッドに
13121
待っている間に一人でベッドへ戻ろうと動いたと思われる。
介助であがってもらうか談話室で待ってもらう。
13122 訪室時、ベッド柵の間より上半身逆さまになり、床に手を着いているところを発見。
床に落ちた物を拾おうとしてこのようになってしまったとのこと。
理解力ある患者のため何かあった場合ナースコールで呼び出すようお願いした。
13123 訪室時、ベッド柵をはずし、同室の空きベッドにつかまって立っていた。
２床部屋を単独利用の患者。痴呆強く理解不能な為環境整備がもっと必要であった。
２床の内１床をはずし個室とし、ベッド他の障害になりうるモノを撤去した。
13124 訪室時、ベット上にてオムツ脱、IVHルートをちぎっているところを発見。
患者の把握不足、頻回な訪室不足。
家族の了解を得る。必要時抑制を施行する。
訪室時、ポータブルトイレに坐った状態で、後方へ反り、頭部は床頭内に打撲していた。トイレ内に 歩行時や動作時フラツキあり、手すりや支えが必要な状況だったが、自らされようとし、注意が必 頻回の訪室や観察を十分に行う。周囲の整備（物品）排尿習慣を把握し援助するとともに、何度も
13125
排尿あり。
要だった。
転倒の危険性について患者様へ説明していく。
訪室時、何か噛んでいたので確認すると、車椅子の取付ネジだった。
車椅子使用時に、ネジのゆるみとかの点検を行っていなかった。
車椅子の点検をきちんと行う。周囲の環境の整備お行う。異食の可能性がある患者として注意を
13126
払う。
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具体的内容
訪室時、家人より「口をモグモグしているのですが、何か食べているのですか」と聞かれ口腔内を
見ると、白色の綿花が小さくなって丸まった状態で出てきた。左手に点滴漏れで止血のため貼って
いたテープとアルコール綿が無い状態。
訪室時、患者様が床に転倒されていた。
訪室時、硬膜外チューブが接続部から抜けているのを発見した。硬膜外チューブからの薬剤注入
は終了しており翌日抜去予定であった。
訪室時、持続点滴の滴下を確認したところ、申し送りでは５０ｍｌ／時間と聞いていたが実際は３０
ｍｌ／時間になっていた。医師に確認したが変更していないという返事であった。
訪室時、湿布の張り替えに対し、すぐに対応できなかった事に対して苦情を言われた。謝罪をして
点滴を開始した。終了したらナースコールして頂くように説明したがコールがないため訪床すると
自分で抜針し病室には不在であった。２２時頃病室に戻られ、危険な行為であるため止めて頂くよ
うに説明し、湿布の張り替えをすぐに行えなかった事に対して再度謝罪をすると「悪い事だと分
かっているが事を大きくしようと思って抜いた」と言われた。
訪室時、床に座り込んでいた。便失禁ありベッド柵は３点使用し、ベッドの横にポータブルトイレを
置いていた。ウーゴ君は設置していたがOFFになっていた。
訪室時、寝衣に血液付着があり確認すると、ＴＰＮチューブを刺入部より引きちぎり、接続部も外れ
ていた。
訪室時、転倒しているのを発見した。室内の洗面台に行き、ベッドに戻ろうとしたときに尻餅を付い
た。
訪室時、転倒しているのを発見する。本人、「お茶を飲もうとして転倒した」と。右頭頂部に血腫あ
り、諸検査を行う。
訪室時、転落の危険性のある児の隣のベッドの８歳の児が柵を降ろした状態で患児と遊んでい
た。ベッド柵のない側に身体が寄っており、寝返りをしたら落ちそうな動きをしていたのを看護師が
発見した。隣のベッドの８才の児に尋ねると、遊ぶ時に自分が降ろしたと話す。すぐにベッド柵を中
段まであげて、同室の児に転落の危険性を説明し、柵を降ろさないように説明した。
訪室時、点滴ルートがボトルから外れており、刺入部を確認しようとした際、手を払いのけ留置針
が抜けた。
訪室時、点滴棒が本人側に倒れており、接続が外されていた。患者様本人がルートを引っ張り倒
した。
訪室時、部屋ベッドにいず、部屋の窓があいており、その下にイスがある。３Ｆ病室より自力にて出
て、ＨＤ患者さん更衣室の屋根の上で騒いでいる。介助で屋根より戻る。背部から臀部痛ありも、
ＸーＰ上問題なし マックスベルト使用となる。
訪室時、変わりがないかと聞いたところ、今朝、４時頃床に落ちたおはじきを取ろうとして転落し、
右前腕を打撲した。創や皮下出血などはなかったが昼食時、箸を持って動かしたら痛みがあった
と言われた。主治医に報告し湿布を貼付した。
訪室時、末梢静脈ラインが自己抜去されているのを発見した。
訪室時、薬の空袋が置いてあったので確認すると、朝・夕のテオドールを昼も飲ませてしまったと
言われた。医師に報告し夕のテオドールは中止とした。
訪室時MSコンチン（10ｍｇ）1錠が患者のオーバーテーブルに置いてあったお盆に残っていたのを
発見した。本人に問うと4、5日前の朝飲み忘れていたとのこと。
訪室時ＮＧーＴが自己抜去されているのを発見した。
訪室時に、３０分前に椅子から落ち、頭部打撲したと母親より通知あり。
訪室時に、酸素カヌラ及びリザーバールートが引き千切られていたのを発見する。リザーバー
ルートは血液の逆流があり抜針した。酸素供給の不足による全身状態への影響と、中心静脈
ルートの逆流による血栓の可能性が考えられた。
訪室時にＩＶＨルートを自己抜去しているのに気づく。出血なし。
訪室時にベット脇に転落しているのを発見。ベットに戻しバイタル測定後医師に報告した。

背景・要因
止血時にアルコール綿を貼ったままにしていた。

改善策
手の届く範囲には、物を置かない。痴呆のある方の回りに物を置かない。

観察不足
観察不足

きちんと観察する。
必要がなくなったチューブは早く抜去するように医師に依頼する。抜去動作など危険な行動がある
時は抑制させて頂く
小児科の場合は、点滴開始時及び更新時、シリンジポンプ・輸液ポンプ開始時及び変更時、更新
時は看護師二人でダブルチェックを行っている。今後も継続していく。持続点滴管理手順を作成中
である。
患者様の希望はすぐに対応する。どうしても出来ない理由がある場合は説明して理解を得る。患
者様の訴えを傾聴する。点滴終了時間を予測して訪室する。

背景が不明
看護師の対応が不適当であった。

排便のため、ポータブルトイレに降りようとしていたと考える。

４点柵の使用、ウーゴ君の装着、トイレ時はナースコールを押すように再指導。

痴呆もあり予測はできたが、なるべく拘束は避けたかった。

拘束せずに有効な方法はないか、拘束しないことでより危険性は増さないかを、検討していく。

観察不足 説明不足（移動時はナースコールするように説明していた）

用事があるときはナースコールをおしてもらうように繰り返し説明する。訪床時に用事がないか確
認する。
必要時、ナース・コールを押して頂くよう指導する。頻回に訪室し、声かけをする。

本人はお茶を飲もうとして転倒したと。

母が不在であった。家族には転落の危険性についてオリエンテーションしているが、同室の児まで 親だけでなく、学童期の児にも入院時に転倒・転落の危険性についてオリエンテーションを行う。
にはしていなかった。
確認・観察が不十分であった。患者様は興奮状態であった。
自分に点滴の治療をしているという理解がない。妻は毎日面会あるが付きっきりではない。不穏
行動時々あり体動活発になり不穏時の指示薬を使っている。
痴呆よりの行動
観察不足・説明不足

頻回に訪床して観察する。用事がある時はナースコールするように伝える。特に夜間は気を付け
るように説明する。

観察不足
確認不足・説明不足

訪室を頻回にする。必要時抑制をさせてもらう。
患者様管理で薬を渡す時は説明を十分に行う。

麻薬であるにも関わらず内服確認ができていなかったものと考える。（発見者であるため詳細は不 今までに予薬したナースにどのように内服確認をしているか調査し、内服確認をする作業を徹底さ
明）
せる。
観察不足
訪室を多くし観察する。危険動作がある時は抑制をさせて頂く。
親の不注意
親の教育
アンペック・ＭＳコンチンの使用により不穏言動はあったが、抑制が必要との判断はしていなかっ 不穏言動がある患者に関しては、自己抜去の可能性について家族に説明し理解を得ておくように
た。安全保護の用具が常備されていない。夜勤でかなり多忙であった。
していきたい、そのための説明文書を作成していく予定である。

発赤疹があり痒みがあったこと、老人性痴呆による認知力の低下によると考える。
今までにも転落をしたことがあったが、最近では自分で動こうとする事がなかったためうーご君の
13148
装着や４柵にしていなかった。今回の転落発生時、柵は両側の中間部分に１柵ずつされているだ
けであり、足元の隙間から転落したと考えられる。
13149 訪室時に末梢静脈ラインを抜去していた。
観察不足
訪室時の患者よりトイレで排泄後、しりもちをついて立ち上がるのに大変だったとの事後報告を受 夜間何回か1人でトイレに言っていたので大丈夫だろうという思い込み
13150
ける
訪室時ベッドサイドに倒れているところを発見。柵は４本ついたままだった。自力で降りたとのこと。 自立している患者で説明は理解可能な為、ベッド柵４本は不必要であった。
13151
13147

13152
13153
13154

訪室時ベッド横の床に座り込んでいるところを発見。
訪室時ベッド柵をはずし床に座っているところを発見。
訪室時右手がチューブに届いていたために抑制をさせていただいた。その後抑制が外れ、ＮＧーＴ
が抜けているのを家族が発見した。
訪室時栄養チューブを自己抜去していた。
訪室時覚醒はしているが臥床中であったコールがあり訪室するとベットの右側にベットと平行に尻
もちをついていた。背中をうって滑ったといわれる。
訪室時患者がベッド右下の床に倒れているところを発見。

入院時ＡＤＬは自立していたため判断力低下に気が付かなかった。
高齢なため危険である状況の理解は不能。環境整備が必要。
観察不足

頻回の観察が必要だった。
ベットを一番したまで下げているが、患者が座位になったときしっかりと足がついていないため滑り
13156
やすい状態であった。覚醒時はセンサーの音がうるさいと訴えられセンサーをオフにしていた。
痴呆が強く日中徘徊、一晩中眠らずにいることもある患者。病室内でなぜ転倒したかは不明。発
13157
見時やや興奮ぎみ。
訪室時患者様が「妻が車椅子を準備してくれたので移動しようとしたら足がもつれて尻もちを付い 観察不足
13158
てしまった。朝だったので体がなまっていた。」と言われた。外傷や痛みはなかった。
訪室時経鼻チューブが患者より自己抜去されていた。経管栄養は終了し抜去した後１時間程たっ 痰が多くなってきており、手が鼻や口元へ行くようになっており引っかかったと思われる。
13159
ていた。
訪室時持続点滴が終了し、逆血していた。薬札を確認しアミノフリードを3時間で設定し接続した 新人等の院内事故防止教育の問題点。下室のみの施行では、危険との認識はあったものの高血
13160 が、約2時間後下室のみで終了しているところを他の看護師が発見。主治医に報告し次の点滴を 糖に注意すべきとの認識はなかった。
接続した。患者は特に変化なく経過した。
訪室時入眠しているが末梢ルートが自己抜去され寝具が血液で汚染されていた。患者に確認す 昨日検査後安静が保たれないと言う情報があったが、危険を予測して観察をしていなかった。頻
13161
ると寝ぼけていたと話される。
回の訪室が必要であった。
13162 訪室時輸液セットとエクステンションチューブが外れいるのを発見。
三方活栓をゴムで固定していなかった。観察不足。
訪室時輸液ライン接続部がはずれているのを発見。
前日も同様のはずれあり。患者が無意識に穿刺側の腕を動かす（頭を支える腕枕をする）ことが
13163
多いため穿刺部位の変更を考えていたところだった。対応の遅れ。
訪室中、ポータブルトイレからベッドへの移動時にふらつき転倒、右後頭部をオーバーテーブルの
ポータブルトイレ自力で使用できていたため移動時の観察が不十分であった。
13164
脚で打撲する。右後頭部腫瘤あり右肩・左腰部打撲痛あり。
13155

ナースステーションに近い部屋にする。患者様に危険を及ぼす可能性のあるルートは医師と話し
合い早急に抜去する。
点滴スタンドをやめ、天井から点滴棒をさげた。包帯巻きなおしし、ズボンのすそをテープで固定し
た。抑制はしないことで決まっている人なので不穏指示薬のタイミングを逃さない。
Ｎｓ室に近い病室へ移動。家人に来院してもらい、付き添ってもらう

504

頻回の訪室と行動観察
患者の了承を得て４柵にし、うーご君を装着した。患者・家族に必要時は抑制をさせていただくこと
を説明した。サークルベットや低床ベットを活用する。
頻回に訪床し観察する。
ナースコールの使用の指導 時間を見てのトイレへの誘導
ベッド柵使用箇所の再検討。
ベッド両サイドにマットレスを敷いた。
ベッド柵を４本にし、マットレスを敷いた。
抑制が必要な患者様には効果的に行う。
チューブの固定部位及び方法を検討。
ベットをはずし床マットを本人と相談する。
不穏時は車いす使用し観察強化。
動き始めは特に気をつけて動くように話した。奥様がいても動きにくい時はナースコールするよう
に話した。
注入時の抜去がないように注入中は頻繁に観察又は車椅子乗車にて見守れる所にいてもらう。
手順を教育するだけでなく、その理由含め意味づけから指導をする必要性がある。
看護師の観察出来る病室に移動する。３０分から1時間毎に訪室し状態観察をする。夜間の点滴
が必要ない場合日中で終了し危険を排除する。
訪室時ライン接続部の確認、観察強化。
穿刺部位を下肢へ変更。
医師に報告、様子観察の指示有、右後頭部冷却、右肩・左腰湿布貼用。ポータブルトイレを安定
感のあるものに変更する。
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具体的内容
背景・要因
訪床した際、本人と付添の方があわててごそごそされていた。確認するとシーツの一部がこげてお 以前から病室内で何度か喫煙しているところを発見注意していた
り、本人と付添の方に注意する。
訪床した時はベッド上で休んで見えたが、１０分後に廊下転倒しているのを発見した。
観察不足
訪床すると、ベッドサイドに仰向けで横たわり、点滴の接続部がはずれ、出血している状態を発見 ベッド柵は、両サイドの頭側にされていたが、あいている足元の方から降りてしまったと思われる。
する。ベッド柵は両サイドの頭側に付いていた。
訪床すると、末梢点滴チューブの先端が腹部の上に置いてあった。「出かけようと思って自分で抜 観察不足・説明不足
いた」と患者様は答えた。
訪床するとＮＧーＴを抜いていた。
抜去防止のために抑制をしていたが体位を考えていなかったので手が届いてしまった。
訪床するとイレウス管を自己抜去してビニールの中に捨ててあった。
観察不足
訪床するとトイレに行こうとしてオムツを降ろした時に管が抜けてしまい、右下腹部に挿入していた テープ２本のみで固定が甘かった
ネラトンカテーテルがガーゼとともに外れていた。
訪床するともうろうとしているために確認すると、就寝前に与薬していたハルシオンを貯めておき、 観察不足
一度に５錠服用したと言われた。
訪床すると固定テープを剥がし、末梢点滴ラインを抜いていた。
観察不足
訪床すると中心静脈ラインを切断していた。
観察不足
訪床すると尿道カテーテルが抜けていた。
観察不足
訪床時、ベッドからベッドサイドのポータブルトイレに移動しようとした所、転倒したと訴えがあっ
観察不足
た。打撲した所はなくバイタルサインにも異常はなかったが、訪床時オムツのみ着けて便座に座っ
ており、上半身は裸になっており、状況を聞いてもはっきり答えられなかった。
訪床時、患者が左上肢を動かしたとき気管カニューレがはずれ抜去された。すぐに医師に連絡再 不注意、カニューレが少し抜け易かった。
挿入となる。問題なかった。
訪床時、左胸に貼用されていたが、デュロテップパッチ１枚がベッド上に剥がれ落ちているのを発 衣服やモニター類をすぐに外してしまう事が多かったため、頻回に訪床すべきであった。
見する。
訪床時ＮＧーＴを自己抜去していたのを発見した。
観察不足
訪床時に患者からこけましたと声があり、ベッドとポータブルトイレの間に尻餅をついて倒れてい ベッド柵が持ちにくかったため
た。
訪床時胃管を抜き握っているところを発見
不動手袋していなかった
訪床時抜いたサーフローを渡された
頻回の訪床をすべきであった
訪床時床頭台の引き出しの中にオキシコンチ１錠を含む朝の内服薬があるのを発見する
深夜ナースに確認すると内服確認していなかった
訪床時末梢静脈ラインを自己抜去しているのを発見した。
観察不足。体幹は抑制していたが上肢の抑制は行っていなかった。
訪問看護にいき、ケア終了後にカルテを乗用車の屋根にのせたまま発進し、紛失した。当該カル カルテが重要であることの認識が不足して、軽率な行動をとった。
テは通りかかった高校生により届けられて回収された。
訪問看護中にて入浴サービスを行っていた。入浴開始し、10分湯船、７分全身を洗い、その後湯 いつも手すりにつかまりかけ湯をした後、出るということをしていた為、この日も同様に行った。本
船に入り、２５分が経過した頃湯船から出る。湯船から出た後、風呂場壁にある手すりにつかまり 人の口癖で「いつも変なのよ」と体型のことや足のことを言われるが、過信してしまいこの様な事
かけ湯をし、看護師が脱衣室にあるバスタオルを取ろうとしたところ、本人が倒れ掛かり体勢が崩 故が発生したと思われる。バスチェアーがあるのに、そこに座ってもらいバスタオルを取る間、待っ
れ、風呂ドアの床の角で後頭部を打撲する。
ていただくことをしなかった。入浴時間が本人の希望により全体で25分だった。
訪問診療・訪問看護を受けている患者の家族から、「フォーレ交換後の血尿及び床ずれによる感 年末の休暇に入る前日に電話を受けたもので、担当の看護師が不在の為連絡がとれなかった。
染について相談したい旨電話したが、看護師が出払って話を聞けないと電話を受けてもらえな
かった。」との苦情を受けた。
訪問診療で気管カニューレ（金属）交換時、再挿入困難で呼吸不全となり救急搬送した。救急室に 気管切開して年数がたっていたため、短時間で塞がってしまう予測がない。訪問診療時蘇生の準
てカニューレのサイズが小さいものを挿入でき観察のため入院した。
備をしていなかった。カニューレを抜いた後に気管口の消毒、吸引をおこなってから新しい物を挿
入していた。（医師によって手順が異なっていた。）気管口が狭くなってきていた。
訪問診療時、カニューレ交換しようとしたら号数が違った。
必要機器の管理、確認
忙しい時間帯であったため、早く調剤をすることに気を取られて、プロパジール錠の処方をメルカ 忙しい時間帯のため、外来の処方箋を早く調剤しなければと思い、薬の確認が不十分であったた
ゾール錠で投薬を実施してしまった。
め。
某医院より紹介されて受診した83歳女性の患者様が、前年紹介により来院し、CT施行するも結果 患者様高齢の為(一人暮らし)当医院より近くの某医院に通院していた。また、紹介した某医院も、
説明の日に来院せず、そのままになっていた。腫瘍が大きくなっていた。
前回紹介したことを忘れていた。検査結果を聞くための予約をしていたが、その日患者様が来院
しなかったためにそのままになってしまった。
某病棟から薬事科へ、同一患者、同一内容の処方箋が午前と午後とダブって２枚提出された。薬 病棟看護師、処方箋記載医師間の情報伝達が不備だった。当院処方箋は３枚綴り（薬局用・医事
剤師が午後の当患者の調剤時にダブリに気付いた。もし、気付かずに調剤されたら、同処方内容 用・病棟払い出し薬添付用）となっているため、処方箋を薬局提出時は病棟に処方箋控えが残ら
薬がダブリで病棟へ払い出されることになっていた。
ないため、提出後の確認が出来ない。医師による指示表記載月日が不明確でもあった。
防水シーツを敷いてない器械台に器械をのせていた。
両足の手術で片足が終わった後、もう使わない器械を業者に確認し、それを防水シーツの敷いて
いない台にうつした。しかしもう一方の足の手術でそこから一つ器械を使う事になってしまった。

本院用と診療所用と患者１人にカルテが２枚存在する。本院カルテに診療所カルテが混入してし
まい、診療所受診時にカルテを捜した。
本患児は母乳添加用粉末であるHMS-1を母乳に添加している児である。母親が持参してきた母
乳を１回分に小分けをする業務がある。この時にHMS-1を添加するのだが、HMS-1の濃度1/2の
指示がでている児に濃度１で添加してしまった。小分けをする時に児のベッドサイドにおいてある
13195 観察記録、カルテで医師の指示を確認したが5日からHMS-1濃度１と未来の指示が記載してあり、
日付を十分に確認せず未来の指示量で添加してしまった。哺乳びんのふたに、間違ったHMS-1の
濃度が記載してあったが準夜・深夜勤務と間違いに気付かず、次の日の勤務者がHMS-1の濃度
が、間違っていることに気付きＤｒに報告した。
本患者が病室より出てきて詰所にいたスタッフに、点滴の線が邪魔になるから自分でハサミを使っ
て切ったと言う。見てみるとＩＶＨの根元を切断している。床に少量の出血のあとがある。すぐ、処置
13196
室に移送し、その場にいたＤｒへ処置を依頼し診察してもらい、ＩＶＨは抜去することとなった。
13194

本患者はＫＣｌ入りの点滴が今まで処方があり施行していた。私もいつものように6時更新の点滴を
準備した。本患者のバルーンよりの尿漏れがあることをワークシートに書こうと開くと、ＫＣｌ中止と
13197
準夜Ｎｓによって書かれていた。それを見て中止ということを知った。準夜Ｎｓに中止という指示を
拾ったという事申し送りを受けていなかった。そのため、準備してしまった点滴は破損となった。
本人が、就寝時の薬を服用しようしたところ、本人より１錠多いという訴え有り。看護者が確認した
13198
ところ、１錠多いことが判明したため、一錠減らして本来の数に戻して服用させた。
本人からナースコールあり、訪室するとベッドとポータブルトイレの間に座っていた。
13199

改善策
喫煙する時は１階喫煙場所でする様促す
訪床した時に用事はないか確認していく。
ベッド柵を４本に増やす。場合により、詰所に中で見守りをする。
点滴の必要性を再度説明した。
ベッドをギャッジアップしたときは前屈姿勢にならないように体幹も固定する。
頻回に訪床し観察する。必要時抑制も考慮する。
・ガーゼ全体をテープにて固定すべき ・本人への注意を促す
内服薬は口に入れるまで確認する。
危険行動がある時は抑制させていただく。
頻回に訪床し観察する。
ミトンを使用しチューブがつかめないようにする。
頻回に訪床し観察する。
気管カニューラの固定を確実に。抜けにくくする付属品を購入。
・目の届かないところに貼るようにする ・頻回訪床
ミトンを着用して頂いた。
足元にマットを敷く
あらゆる可能性を考対処していく
不動手袋の装着と頻回の訪床
健忘症状がある患者であり、内服薬は口に入れ確実に内服できたか確認する。
状況に応じて上肢も抑制させていただく。
情報管理についての教育の徹底をはかった。
過信せず、バスチェアーの使用など、転倒防止に努める。風呂好きだが、25分間と言う入浴時間
が全身に負担をかけること、転倒等考えられることを伝え、利用者様と入浴方法について話し合っ
ていく。
相談用の直通電話（ファックス兼用）番号を家族に周知しておく。
訪問診療時蘇生器具の設置。気管カニューレ抜管直後に新しいものを挿入する方法手順に統一
する。挿入状況の評価をし早めに対応する。
在宅へ予備として１つ準備しておく。確認を複数で行う。
長時間監査を続けることは避けること。また、処方がたまった時は無理をせず、複数で監査に入る
よう対応しました。
予約日に来院しなかった方、結果説明受けに来ない方の中で、必要があれば電話連絡し説明を
受けていただくシステムを構築する。
３枚綴りの処方箋を４枚綴りにした。（１枚は病棟控え）
決められた事項はきちんと守り、確認を重ねるようにする。

業務手順・収納(保管)方法の問題点

カルテ使用時及び収納時に確認し、それぞれの保管場所に収納する。

Ｄｒの指示の確認が不十分であった。

Ｄｒの指示は児の名前、日付、内容を充分に確認する。また今後Ｄｒから未来の指示は出さないよ
うに伝えまた指示を受ける側も未来の指示は受けないようにしていく。児へ栄養をいく時は声だし
確認をする。

本患者は最近、不可解な行動がみられており、昨日から寝られないのでアタP（25）１Ａを筋注して 本患者の病室の前を通るたびに患者の様子を見に訪室する。
いた。
準夜Ｎｓが指示を拾った後、深夜Ｎｓに口頭での申し送りをしていなかったこと。また、指示を拾っ
た際に返納をしていなかったため。施行する前にカルテにて確認ができていなかったため。

重要な指示はすぐに申し送ること。返納の指示を拾った際はすぐに返納やＰＣ上の実施登録中止
をするなどする。施行する際はカルテにて確認をしていくことを徹底していく。

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点 看護者も服用前にきちんと内容を確認していく。薬局に対しても、調剤の確認の徹底をお願いし
た。
退院間近で、精神面が不安定になっている事を知っていながら、まめに訪室して様子を見なかっ 今後、頻回とまではいかなくても、出来るだけ様子を見にいくようにする。
た事が今回の転倒の要因とも考えられる。
本人からナースコールあり、訪室するとポータブルトイレで排尿あり、本人ベットに座っていた。転 患者状態把握、環境整備
頻回な訪室。ナースコール指導。家人の協力。
13200
倒したときに尿がこぼれたとのこと。異常なし。
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13201

13202

13203

13204

13205

13206

13207

13208

13209

13210

13211

13212

13213
13214
13215
13216
13217
13218
13219
13220
13221

具体的内容
背景・要因
本人からナースコールあり訪室すると、トイレに行こうとして転倒していた。後頭部を打撲したが、 患者への指導不足。
発赤・腫脹・吐気・嘔吐なし。
本人が外泊した際に、内服薬を確認したところ、臨時で処方されていた内科薬が付いておらず、カ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
ルテにて確認したところ二週間前から処方が中断していて、服薬していなかったことが判明した。 点。
他院で指示されて、当院で処方された薬であったため、処方漏れによるものと考えられる。本人よ
り下肢の痛みが増強されたのも、未服薬によるものと考えられた。翌日他院受診時に、その旨を
報告し、特に問題ないと云われている。
本人が自己管理中の夕薬を服用に来たところ、昼薬が内服しないまま残っていることに気付く。主 本人の薬のみ、自己管理であるため他患のものとは別に置いてあり、服用したかどうかの責任が
治医に報告し、夕薬と一緒に就薬を内服するよう指示受ける。
明確になっていない。そのために本人が服用来なかったことに看護婦も気付かなかった。
本人が着替えのためナースコールされ訪室したところ（リハビリパンツ内、横シーツに尿汚染あ
本人に尋ねたものの、いつ・どのようにして抜けたかは分からず。9月より鼠径部IVH24時間施行し
り）、上のパジャマのみ着て（前ボタンははずしている）ベッド端坐位になっている。右鼠径部にIVH ており今まで同様の固定方法で患者が触ったり、抜くような行動もなくいっていたため油断してい
挿入されていたが体内部分のカテ先が抜けていた。外の固定部分のナートは残ってあった。ライ た。（ただし、11月に左鼠径部から右鼠径部に入れ替えされた）
ン固定はテガダームの大で刺入部が見えるようにしており、さらにループも作ってあった。しかし、
カテ挿入部側半分テガダームはがれておりさらにテガダーム以外のテープ（茶紙バン）もだんご状
にラインに絡まってはがれていた。
本人が薬管理の人で内服してもらうことになっていて、カートの中を確認。本人にも確認したが、次 薬のカート管理の内服の確認の仕方が不十分だった為抜けてしまった。本人をどこまで信用して
の日準夜勤で内服が残っていた。
いくべきか。完全に内服管理を看護サイドで行うとしても家では結局抜けてしまう。
本人に対して、他の患者の薬を服用させてしまう。他の患者に対して服用させようとしたところ、そ 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
の患者の薬がなく、最後に本人の薬が残っていることから、誤薬に気付いた。直ちに医師に報告
し、服薬内容の確認後、状態観察しながら様子観察という指示を受ける。特に身体症状・精神症
状に影響はなかった。
本人に対して就寝薬の薬を渡して服用しようとしたところ、本人から薬が１錠多いというため、確認 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
したところ、１錠多く処方されていた。薬剤師の調剤ミスと看護者が内容をきちんと確認しなかった 点。
ことが、原因と考えられる。
本人に対して昼に薬を服用させようとしたところ、別に処方されていた内科の薬（メチコバール・セ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
レスタミン）がセットされておらず、また全ての薬を確認したところ、全ての薬にセットされていな
点。
かった。そのため当日の朝薬から未服薬であることが、判明した。 本人に対して、特に影響はな
かった。
本人に服薬させる薬を間違って、別の人の薬を服用させてしまった。その人が並んで待っていたた 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
め、その人の薬を用意して待っていた所、他の患者が割り込んで入ってきたことに気が付かず、服
用させてしまった。すぐに間違いに気が付いたため、全部吐き出させて、摂取までいかなかった。
その後、本来服用されるべき本人の薬を服用させている。特に病状等に変化なし。
本人に薬を服用させた直後、他の患者の薬を服用させたことに気がつき、すぐに吐き出してもら 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
い、本来の薬を服用してもらった。薬を服用させようとしたときに、複数の患者の薬を持っており、
つい毎日の慣れにより、患者の名前を確認を怠ったせずに、服用させてしまったことによるミスで
あった。特に服用しなかったため、影響はなかった。
本人のナースコールにて訪室すると床にしりもち着かれているところ発見する。本人聞くと、車椅 術後１ヶ月以上経っているが、まだ下肢の筋力低下がある。今までも何度か転倒の経験されたこ
子より、ベットに戻る時、床に落としたゴミを拾うと中腰になった時膝の力が抜けて、そのまましりも とあるため、本人も十分に注意されており、最近は転倒も減ってきていたが、体動時ゴミに気を取
ちついたとの事。看護師２人で抱えベットに戻る。臀部の打ち身のみ。主治医報告、診察後経過観 られ集中できなかったのっではないか。
察する。
本人のものではない診察券を持参し来室。居合わせた他患者の中に持ち主がいた。正しい診察 診察券発行窓口において診察券を渡す際に取り違えが起こったと思われる。
券は医療企画課の診療券発行窓口に保管してあることがわかり、それぞれ本人の診察券と取り
替えた。
本人の希望があり、ポータブルトイレを部屋に設置し必ずナースコールするよう説明していた。巡 ベッドサイドにポータブルトイレを置いたままであった。
回時病室より音がしたため、訪室するとポータブルトイレの前に座り込んでいるところを発見。本人
より腰を打ったとのこと。腰部発赤、腫脹、疼痛なし。
本人の爪がのびていた為、切っていた際に深爪してしまい、皮膚も一緒に切ってしまった。出血し 使用した爪切りの問題。介護時の問題。
ていた為、医師に報告・診察してもらい、創傷処置を行った。
本人は排泄しようとして立ち上がったと言っているが、同室者のＮｓコールで訪室すると、ベット左 排尿しようとして自力で立ち上がった。
側の床に正座となっていた。左膝関節部が表皮剥離（１?×１?）があった。出血は無かった。
本人よりNsコールあり、訪室すると転倒したと報告あり。右膝を押さえて（右膝に発赤、熱感あり） スリッパをはいての歩行
ベッドの端に座っていた。本人の希望もありセルタッチ貼布し、主治医に報告し本日、整形受診と
なった。
本人よりコール。外来より確保のサーフローの接続が外れ逆流。
各接続にテープ補強無かった
本人よりコ―ルあり、訪室するとベット柵を持って尻もちをつかれていた。痛みなし、発赤なし、立 １人で起き上がったが座りが浅かった為滑り落ちたのだろう。また、失禁もしていて不快だった為、
ち上がりいつもと変わらず。
早くトイレに行きたかったようだ。
本人よりナースコールあり、ベットサイドに立ち尿器にて排尿後、尿器ケースに入れようとしたとこ 環境整備
ろ後ろ向きに尻もちを着いた。異常なし。
本人よりナースコールあり、ポータブルトイレ使用後バランスを崩し転倒。
環境整備、患者状態把握
本人よりナースコールあり、訪室するとベッドから落ちて頭をうったと事故報告あり。ベッドの上で 患者様が無理な体勢で行動をしてしまった。ナースコールを押すのに患者様の遠慮があった。
頭を押さえ座っている。スリッパを取ろうとして壁に頭を打ってしまったと。頭部発赤あり・腫脹みら
れず、嘔吐出現なし。頭部クーリングを行った。当直医へコールし診察を行い、様子観察となった。

本人よりナースコールあり。ベッド脇に尻餅をついた状態でいた。
トイレの時、コールするよう指導していた。ベッドロックがかかっていなかった。
本人よりナースコールあり訪室すると、床にすわっていた。聞くと床においてあった尿器をおりてと ・本来、床に置くべきものではない尿器が床においてあったこと。 ・朝までは、しっかりベッド棚に
13223 ろうとしたが、立つだけの力が足になくしゃがみこんでしまったと言う。
設置してあったが、朝の口腔ケアセットを配り、セッティングした看護助手が、セッティング時にじゃ
まになり床におきそのままにしていたこと。
本人よりのコールにて病室を訪室するとベッドサイドに立っており、点滴の三方活栓より接続が外 ・暗闇の中で、患者一人での移動であった
れ、血液の逆流がある。「ポータブルトイレ使用時に蓋を開けたら、誤って便座まで開けてしまっ
13224
て、それに気づかず座ってしまった。お尻がはまってしまったので慌てて、立ち上がろうとしたら足
がすべり頭と肩をぶつけた。
本人よりブザーあり訪室するとベッドサイドに座り込んでいるのを発見。本人によると、一人で車イ 右下肢シーネ固定、右上肢ギプス固定中であり身体のバランスを取るのが困難な状態であった。
13225 スに移ろうとしてバランスをくずし崩れ落ちるように転倒したとのこと。医師に報告し診察してもらい
シーネを巻き直しその後経過観察となった。
本人より手関節痛訴えあり、理由聞くが意味不明、ベットから転落かと尋ねるが否定する。原因分 患者状態把握
13226
からず。
本人より点滴をしてくださいと看護師に声をかける。病室に行くとＩＶＨ全部抜けていた。柱に引っか 患者状態把握、環境整備
13227
かったという。
13222

506

改善策
移動時はナースコールするよう指導した。尿器の設置を検討する。
処方薬が終了した際の管理を徹底し、本人の病状や、内服薬の情報を把握する。

服用したかどうか確認する看護婦を決めておく。またはチェックシートなどを使用し、確認する。
再度点滴ラインに触れないよう患者に伝えていく。IVH固定がはがれかけていないか訪室時観察
していく。排泄時はナースコールしてもらい必要なところは援助していく。

抜けても本人管理で内服してもらい、慣れていってもらう。内服確認時のめてないときには再確認
する。
薬包に書かれている名前を必ず確認する。投与前、投薬時・投与後に名前の確認を徹底する。

処方の内容の確認・薬の把握投薬時の確認を怠らないようにする。
薬をセットする際に、確認を徹底する。看護者間の情報を徹底し、確認を密にする。臨時で処方さ
れた薬をきちんと把握する。
列に並んでいても順番が変わることがあるので、きちんと本人の名前と顔を確認してから、服用さ
せる。
服用前に名前の確認を徹底する。慣れによる注意力散漫にならないようにする。

何度かの転倒経験から本人自身注意されて活動されている。これからも具体的行動の指導を含
め、観察していく。
患者の自己管理にも限界があることを再確認し、診察券を発行する部門、診察券を利用する部門
双方が患者の本人確認方法を再確認する。
ポータブルトイレをベッドサイドに置かず、排泄時にコールしてもらい設置する。
爪の状態を考え、切りにくい時は、普通の爪切りではなく、ニッパー型の爪切りを使用する。爪切り
をする際は、患者と看護者との姿勢・位置関係を考えて行うようにする。
うーご君，起きた君を準備したが活用出来なかった。Ｎｓコールを手元に持たせているが，排泄パ
ターンで訪室し援助していく。
歩行する際にはNsコールを押してもらうよう説明していく。また、ズックにしてもらう。
入院時訪室時のルートを確認
枕もとの電気をつけて定時で声かけをする
頻回な訪室、家人に協力してもらう。
移動時は見守り、患者に転倒予防指導。
夜間の巡視時、転倒・転落の可能性のない場合でも環境整備を行い、安全な病室を作る必要が
ある。
ベッドロックがかかっているか確認する
・尿器等、患者がベッド上で使用するものを移動させたら、必ずすぐ元の位置に戻す。
・排泄時、ナースコールを押してもらいポータブルトイレを準備する。 ・履物の選択（すべりにくい
ものを準備する）
移動時は看護師を必ず呼ぶように説明を再度おこなった。
観察を密にし早期発見に努める。
患者にルートが入っていること移動時に気をつけること等十分な説明をする。

13228
13229
13230
13231

13232

13233

13234

13235

13236
13237
13238
13239

13240

13241

具体的内容
本人以外の検体で検査（血型・感染症・ＨｇｓＡｇ・ＨＣーＡｂ・ＴＰＨＡ・ＲＰＲ）をし、後日再検査にて
データの違いが発見された。（たまたま同じ結果であったが、不規則抗体が違っていた為発見）。
本人の検体にて早急に検査し主治医に連絡。了解を得た。
本人用としてブスコパン（20mg）10Aを受けたとき、20A上がってきた。
本体のシュアプラグのルートとシリンジポンプのシリンジにつないでいるニトログリセリン用延長
チューブの接続の確認が出来ていなかったため、シリンジ内の免疫抑制剤が１６時から２０時３０
分までの間、準夜看護師が発見するまで投与されていなかった。準夜看護師が医師に報告し、そ
の指示に従う。患者に異常はなかった。
本日、大腿骨折術後、２０時訪床するとベッド柵の間をすり抜けて、床の上に横たわっていた。
本日21時鎮咳薬希望あり。本日深夜にブロコデ水を内服しており処方されているかと確認したとこ
ろ、本日の日勤勤務者の記事に内服処方されたと書かれてあった。処方の欄を確認すると夕より
リン酸コデインなどの処方あり。消灯も過ぎており、カルテは見ず電子カルテの入力とあがってき
たものを確認して、本人に渡し内服してもらう。23時30頃カルテ整理をした際にＡ内科からの風邪
薬内服中止の指示に気がついた。Ａ内科からはメジコン散など処方されていた。主治医に報告し
特に問題はないとのことにて経過観察する。
本日、１０時からニフレック１パック+水１リットルを２時間かけ内服する予定であった。情報をとる
際、とり忘れてしまい、16時に申し送りをした時、リーダーから指摘され忘れていたことが発覚し
た。医師に報告し、１６：３０から内服することになった。
本日、１４時提出予定だった２４時間クレアチニンクレアランスの検査で、指示書をしっかり確認し
なかったため、同日６時に随時尿だと勘違いし採尿し提出してしまった。後から検査科から連絡が
あり間違えにきずいた。
本日、シャントＰＴＡ目的にて入院された患者様。入院時指示表などはあらかじめ病棟にあがって
きていた。患者様が病棟へくる前に、パス・指示表を確認し入院の準備を行なっていた。患者様が
入院され、パスに沿ってシャントＰＴＡの準備を行なった。何度もパスを確認し、シャントＰＴＡを行な
う時間になったので出棟した。病棟に戻り、もう１度入院時指示表を確認した際、検査の出血時間
のところに丸がついており、出血時間の検査が未実施であることに気が付いた。すぐにリーダーに
報告し、主治医に報告した。アンギオ室ではシャントＰＴＡは開始されていたため、そのまま行なわ
れた。患者様が帰室された際、出血はしておらず、シャント肢の疼痛などもなく苦痛の訴えはな
かった。
本日、リュープリン１キットをＳＣするようリーダー看護師から依頼された。患者さんと相談のうえ、
シャワー浴の後にすることにしていたが、すっかり忘れてしまった。夕方、患者さんから催促されて
施行した
本日、傾眠傾向とフラツキがあり、夕方、患者様の家族が主治医とのインフォームドコンセント中、
患者様が一人になり水を飲もうとして座ったところ安定せず転倒した。
本日、手術で術後の採血が出ていたが、術前にとってしまった。スピッツを分ける時点で気がつか
ず、採血する医師も気がつかなかった。
本日、終了時に採血をする日であった。３時間HDF後１時間イーカムでありイーカム前に採血すべ
きであったがその採血をし忘れてしまう。イーカム終了後にそのことに気づき採血をする事となっ
た。
本日、脳梗塞のため左上下肢麻痺で入院の患者が、夜間尿器で採尿しようとし、間に合わず、リ
ハビリパンツ内、床に尿をこぼしてしまい、そのために立ち上がろうとし、ベッド横に倒れてしまって
いたところを、同病棟看護師に発見された。この看護師に呼ばれ訪室したところ、支えられてベッド
へ戻っているところであった。麻痺、左上下肢MMT４．左手握力低下あり。立位、歩行時ふらつき
あり。痛みなし。打撲なし。外傷なし。意識レベルclear。バイタルサイン異常なし。患者に異常診ら
れないため、朝まで経過観察とし、師長へ報告、担当医には明朝報告することとする。
本日、服用分の眠剤をケースにセットしていた。すると、一人の患者様の薬が１Ｐのところ２Ｐは
いっていた。１Ｐのみ服用していただく。その後、ケースを確認すると、２８日分が入っていないた
め、セットミスと判明する。
本日、経管栄養を昼１２時のみ施行の予定が、夕方１８時にも施行してしまった。

背景・要因
検体確認が不十分であった。

改善策
検体を取り違えることがどのような結果に繋がるか、重要性を再確認し、厳重注意した。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
薬剤部内のチェック体制の徹底
ルート交換の日、シュアプラグにシリンジルートを接続した時、早送りして接続できているかの確認 閉塞のトラブルが発生した時、手順をチーム内で共有できるよう話し合いを持ったが、手順どおり
作業を忘れていた。処置や検査で忙しかったため。
行われず、ミスにつながった。
トイレに行こうとした
ベッド柵を４本にする モニターに頼らず更なる訪床回数を増やす
電子カルテの処方の欄しかみておらず、カルテを見ていなかった。日勤の看護師が処方されてい ・必ずカルテを確認してから薬を渡す。 ・薬が新しく処方された場合には次の勤務者に申し送りを
た事に気づいていたが申し送りがなかった。カルテには指示棒があがっていなかった。
する。 ・指示棒を立ててもらうよう医師に協力をお願いする。

・確認不足 ・うっかりミス ・思い込み

カーデックスを確認するときは、日付まで確認する。内服薬のかごに受持ちのものが無いか確認
する。オペ前処置で、思い込みがあったため、その日にやることの漏れが無いようにする。

検尿していない尿スピッツが残っていたが、いつの指定か確認せず随時尿だと思い込んでしまっ 間違いにきずいたあと、すぐ主治医に報告し検査は中止となり後日行う予定となった。どんなに忙
ていた。採血する人数が多くて自分自身慌てていて確認不十分だった。
しくても確認は怠らないことが基本なので気をつける。
パスばかりに目を通しており、入院時指示表にしっかりと目を通していなかった。入院時指示表の 入院をとるときはまず、入院時指示表の何の検査を行なうのか、採血はあるのかという所を見て
裏ばかりを見ており、表を見ていなかった。確認不足であった。
指示をひろう。 シャントＰＴＡや心カテなどが実施されるときは、どんな検査が必要なのか、どんな
検査をうけてから実施されるのかということを考える。

業務遂行のチエックが不十分

忘れないように、メモを確認し、チエックを怠らないことを指導した。

転倒・転落リスク状態の患者様に片柵になっていた。麻薬を昨日増量している患者様に対してもっ 日勤の担当看護師よりリーダーへ報告が無く、準夜への注意情報が無かった。ラウンドの早めの
と勤務交代して早く訪室する必要性があった。
訪室を行うことで患者様の用件を行う事が出来た。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
今後は、オペ伝を確認していくことを徹底させる
確認不足・うっかりミス

イーカム前に採血をする事をチャートに明記する事で注意する。

脳梗塞による、麻痺の出現についてうまく対応できずにいること。上下肢の麻痺についてはわかっ 採尿時にはNs.コールを押してもらう。また立ち歩く際もNs.コールを押し、看護師とともに行動す
ているが、そのためどのように動けばよいかわからずにいること。
る。

２５日に一週間分の薬包をセットする際の注意が不足していた。

一週間分のセット時にもダブルチェックが必要か検討する。セット時のミスが多くなっているため注
意を促す。

経管栄養を準備した看護師と患者のもとへ運んだ看護師、および施行した看護師と受け持ちの看 経管栄養を準備する際に、他の看護師に任せるのではなく受け持ち看護師自身が確認をしながら
護師がすべて別の看護師であった。
用意すべきであった。また施行時にもう一度患者と経管栄養の量と名前を確認しなければならな
い。
本日13:40ポンプ使用し、腹水ろ過再静注行なっており、21:00訪室するといつもは外れない所より ポンプ使用していたことで圧がかかり、本来外れないルート部分から血液が逆流してしまった。
ポンプ管理の難しい患者様には、ポンプ使用せず、自然落下で施行した方がよいということが分
13243
ルート外れており、血液逆流していた。
かった。
本日13時からラジオサージャリーがあったが、検査説明時に昼絶食ということを伝えておらず、本 前日から十分に検査説明がされておらず、食事も止まっていなかった。本日も前日にある程度説 前日の説明がどこまでされているかを確認し、もう一度説明すべきであった。絶食であることを事
13244 人が昼にバナナを1かけ食べてしまった。本人、ご家族に謝罪し、主治医に報告。RSは施行するこ 明がされていると思い込み、確認をしなかった。
前に把握しておき、食事が絶食になっていること、本人に伝わっていることを確認する。
ととなる。前日から説明がされておらず、食事も止まっていなかった。
本日16時退院予定の患者様に施行すべき19時の抗生剤の点滴を早めに施行する予定が、し忘 退院の前に抗生剤の点滴をしていただく事を本人に伝えていなかったため本人も気がつかず、
患者様に点滴をして帰っていただくことを事前に伝えいておくことが必要だったとおもう。また退院
れてしまい、本人も気がつかず14：30に退院してしまった。主治医に報告し、退院してしまったし、
帰ってしまった。
する患者様だけでなく、入院中の患者様にも検査の予定と同様に点滴の予定も伝えるようにして
13245
しょうがないと言う事であり、また同日泌尿器科より内服の抗生剤が処方されたことも主治医に報
いくことが必要だと思う。
告した。
本日１９時のガスター静注指示を確認して施行した。２０時に経管栄養後の内服（ＮＧからの）注入 確認不足
指示シートをしっかり確認する。 医師が指示を出す時には重複していないことを確認する。
13246
あり施行。深夜勤務者との指示シート確認中、ガスター内服と点滴が重複していることを発見。
本日１時過ぎ、朝の内服チェック時に当患者の内服が切れていることに気付きオーダーをコン
前日オーダーされた薬が上がってきていないことにきづかなかったため、本日朝からの薬がない 翌日に必要なために、前日にオーダーされた薬が、前日の内に上がっているかを確認し、上がっ
ピューターで確認すると済み処方になっており、処方されている事を確認したが、ナースステーショ 状態となった。 薬局に薬を借り受けする際に、前日オーダー分の薬が上がってきておらず、薬局 てきていなければ上げてもらうよう電話するべきである。薬局に薬の借り受けをする時に、まず、
ンには見あたらなかった。６時前に前日のリーダーに電話し内服が前日のうちにあがってきたかを に残っていないかという確認依頼をせずに、薬の名前のみを言って借り受けしようとしてしまい
前日にオーダーされた薬が残っていないか確認してもらうように依頼するべきであり、借り受けると
確認したが見なかったとのこと。薬局から借りることになった。６時１５分に薬局から借り受けの電 オーダーの詳細を伝えなかったため間違った調剤を依頼することとなった。 多忙であったため、 きは患者氏名を伝えオーダーがあることを言い、オーダーの詳細を伝えるべきである。投与時、普
話をした際に、マイスタン細粒１５ｍｇを借りたいと伝えると薬局より誰の分かを聞かれ患者の名を 普段より量が多いような疑問はあったが、薬局に確認せずに投与してしまった。
段より量が多いな等おかしいなと思ったときは、問い合わせて確認する必要がある。
13247
伝える。６時２０分過ぎ内服が上がってきた。６時３０分普段の量より多い気がしたがそのまま投与
した。８時、昨日のリーダーが薬局に薬が残っていないかを確認すると残っており、その際に、朝
調剤した薬が分２であると分かり中止と言われたが投与後であった。８時３０分の時点で当患者に
異変が無かった事から、９時に主治医来棟時、状況を報告したところ夕のマイスタンを中止し様子
観察するよう指示受ける。
本日1本目に混注するはずだった子宮収縮剤を、夜勤帯になってまだ冷蔵庫に残っているのを発 混注の際に処方箋での確認が不十分であった。
混注の際もダブルチェックを忘れない。
13248 見した。医師へ報告し、現在点滴中のボトルに混注し点滴を行った。患者様に異常は見られな
かった。
本日２０時から開始のデカドロン４Ｔ分２の指示を、間違えて４Ｔ分１で与薬してしまった。与薬した 事故当日は勤務の始まったときとても忙しかった。その忙しいときに与薬方法をしっかり確認せず 薬の残量と残りの内服回数が正しいか確認する。忙しいときでも三回確認をする。
13249 時は気づかなかったが、明日朝の分を準備していた深夜勤務者が数が足りないことに気がつき、 与薬の準備をし、与薬してしまった。
誤薬したことが発覚した。
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具体的内容
本日ＣＦの予定であったため、９時にマグコロールＰ内服しなくてはいけなかったが、渡し忘れてお
り１３時３０分に気付いた。内科医に連絡。指示をもらいマグコロールＰ内服させ、洗腸２０００ｍｌ．
施行した。
本日ＧＩＦの検査予定であったが、朝食を食べてしまい、検査ができなくなってしまった。主治医へ
報告をし検査日を変更していただいた。
本日ICUから転棟してきた患者で、不隠に注意していたが落ち着いていると思って部屋を離れたと
ころ、CV自己抜去してしまった。
本日ＵＧＩ予定で欠食だったが、自己管理の内服薬を（タケプロン、セルベックス、アルロイド）服用
してしまった。
本日イレウス絶食、常用しているセンナンで排便促していた。排便有り、トイレを出て入り口付近で
ヨロヨロと倒れそうになっているのに気が付き、すぐそばにある長椅子に横たわらせた。
本日カイザーで生まれ、R(呼吸)状態悪く、クベースO2開始されていたPtで、21時から哺乳、Msよ
り注入開始、21:30終了したが、22時Ms自己抜去してしまった。
本日からインシュリンの指示あり、本日のみの指示があり、他看護師の指示を受けカルテの指示
とおりの単位を施行した。記録の際カルテを見ると明日からの指示に気がついた。
本日からトイレ歩行が可能になった患者の病室へ訪室すると、患者がいないので、病棟を探した
が見つからず、院内を探した所、守衛の方より院外に出ていたことが発覚。
本日から経管栄養が開始となった。終了時間に訪床するとＮＧーＴが自己抜去されていた。
本日から中止になった薬を内服させてしまった

背景・要因
改善策
ＣＦがあると解っていながらマグコロールＰのことを忘れていた。処置板の確認をしていたが、１人 一度だけでなく二度のチェックが必要であり、マニュアルに準じて行っていても忘れることもありえ
だけ漏れてしまっていた。
るため、申し送り後、タイマーを持参して勤務に当るようにした。
禁食・延食の札を作成するのを忘れてしまった。看護師間で情報の共有ができていなかった。

週間業務計画表に検査内容と食事制限を記載する。院内で統一して禁食・延食札を作成し、札の
配布時間、配布者を決定する。
ICUから転棟したばかりで不隠がどの程度なのか情報が不足していたため、現状から落ちついて 患者の状態が落ち着いていても、不隠の可能性が予測されるときは抑制を行う。
いると判断したために、抑制はせず、CV自己抜去に至った。
説明が不足
検査説明をする時は禁食・服薬についてもしっかり行う。
イレウスの疑いで絶食中の体力低下の患者様が一人でトイレに行き、排便があった後の事例であ 絶食期間の長い患者様のトイレ歩行時は見守るなど、患者の行動に気をつける。
り、介助が必要であった。
Pt体動激しく、注入開始前から何度もMs抜けそうになり、再固定してた。手をもっていき、動きが活 新生児の抑制は重要であるが、家族の承諾が必要である。出生又は入院時、家族より了解得て
発になっていた。腹臥位はできる状態ではなかった。
おく必要も重要である。
業務手順の確認
何度も確認する。

以前入院していた別の病院と事情が違う事の認識を患者がもてなかった。無断外出の可能性が 無断外出の可能性があった場合は、病棟内だけでなく関係部署にも協力を得る。
あった場合は、病棟内だけでなく関係部署にも協力を得る必要がある。
観察不足
意識レベルがクリアな患者様でない時はミトンを使用する。
薬中止になっているにもかかわらず、与薬ボックス内に中止の記載の無い薬袋があった。確認が 中止薬の取り扱いのマニュアルを作る
不十分であった。
本日から定期、内服開始日であり患者様は前回臨時にて内服されていた。本日から定期になる予 定期への変更の指示を受けるのは、リーダーだが、セットするNSはリーダーではないと思われる。 臨時から、定期につながる時にリーダーをした時は、確実に重複している分を返品するよう注意す
定であったが、本日の朝、昼分が重複してセットされていた。
指示を受ける人、セットする人が違う為、連携情報共有が十分にできない。マニュアルのチェック る。セットしたＮＳサインも確実に行う。
欄にサインもなかった。
本日から点滴本体メニュー変更となり、薬剤部より上がってきた薬液を一人で伝票と確認し、混合 伝票確認が不十分であった。フルカリックは１袋であるという指示が多く、思い込んでしまった。
伝票との確認を確実に行うよう指導する。
した。フルカリック２号は２袋の指示であったが、薬剤部からは１袋のみが上がってきたため、１袋
しか作成しなかった。他看護師が更新するが、気付かず、申し送り時、リーダーから更新した看護
師に２袋になっていたことが伝えられ、１袋しかつながれていなかったことが判明した。直ぐに連結
管で混合した。患者には異常なかった。
本日の経管栄養はおわっていたため翌日再挿入した
痰が口元から流れており手を口元へぬぐう為、持っていき抜去したと考えられる。本人理解力なく 経管栄養注入時に抜去されないよう必要時ミトン使用を考えていく
今までにも自己抜去されている。
本日の検診の際、ＡさんとＢさんがいた。Ｂさんのカメラの際、ＡさんのIDで撮影してしまい、Ａさん 確認不足
今までは、入室の際、患者番号と名前とファイルの確認はされていたが、PC画面の名前の確認
のカメラの際、間違いに気がついた。
は、不十分であったので、今後は確認をしていく。
本日の受け持ち患者に、下剤を投与する人が２名おり、名前を確認し用意していた。１人は剃毛後 処方された薬と患者様の名前確認。一緒にラベルを見てもらうなどの確認を怠った。持ち歩くので 今回の原因は、複数の患者の下剤を一緒に持ち歩いてケアにあたっていたこと。また水薬ボトル
に、名前を確認し与薬。もう１人はオペオリ後に与薬しようともって歩いていた。オペオリした患者 はなく、患者別に区別し、トレイ等に保管すべきだった。
のネームラベルの確認ができていないこともミスを誘発している初歩的なミスが重なった。病室入
に与薬をしたところ、その患者は当該患者でなかった。思い込みで投与してしまった。医師に報
室時にはひとりひとりに個別に持っていくこと。ネームの確認を必ず施行することで防げると考え
告。経過観察となり患者に謝罪した。
る。基本的なマニュアルを指導した。
本日の注射を準備中タスモリンの残数合わず。書類で確認すると三日間施行されなかった事に気 指示受け時注射板に記入ミス。注射箋の未確認。
注射箋を複写にして病棟控を作りそれにより施行する。施工後は日付サインをする
付く。
本日の朝からガスターが１回１錠、朝・夕で開始になった。患者様管理薬として患者様に渡した。１ 確認不足
肝性脳症もあったので早めに看護師管理薬とすればよかった。
４時頃患者様が薬を出して１錠足りないと言われた。朝１錠服用したか２錠服用したかはっきりしな
かった。
本日の入院患者様に点滴の指示。書類上子宮収縮抑制剤と出したが，コンピュターでは子宮収 午前中に子宮収縮促進剤の使用者が続いて、指示だしをしていたため、間違って指示を出したと 指示を出す側と、指示を受ける側の確認のダブルチェックを徹底すること。
縮促進剤と点滴の指示誤りがあった。病棟の受ける側でのチェックにて発見し、実施にはならな 思われる。
かった
本日の薬のチェック時、昼食後に飲む薬と夕食後に飲む薬を薬箱に入れ間違え、間違いに気づ 薬を仕分ける者、投与する者 ２名が確認ミスをしてしまった。
それぞれの作業の中に重大な内容が含まれていることを常に認識し業務を行うことを指導してい
かず昼食後の薬を投与してしまった。夕食後にあるべきはずの薬がないことを付き添い者に指摘
く。 与薬直前に氏名、日付、朝･夕･眠前などの確認チェックを薬包にいれ、確認の徹底のうえ投
され、間違いが発覚した。
与する。
本日は検査係で採血をしていて終了後、後片付けをしている時Ａさんの主治医が「Ａさんの腕にな 採血をして採血管に早く入れなければならないと焦り、患者様に目を向けることを忘れてしまっ
採血したら駆血帯を外すまでが、一連の流れであることを忘れない。検体を採取する事ばかりに
んで駆血帯をまいてあるの？」と言われ、駆血帯をはずすのを忘れていた。すぐＡさんの所へ行く た。初歩的なミスでした。
集中せず、患者様に目を向けるように心がける。
と既に医師がはずしてくれた。
本日よりプレドニゾロンを朝８錠、昼３錠、夕１錠服用するように説明して内服薬を朝、渡し、患者 マニュアルを守らなかった。説明不足。患者様が理解が不十分であった。若いので自己管理が
患者様管理にする時は説明したことが充分理解できているかどうか確認する。新しく処方された薬
管理とした。朝は８錠正しく服用したが昼食後も８錠用服してしまった。医師へ連絡し、夕食後の１ しっかりできると思い込んだ。
は患者管理薬であっても１週間は看護師が確認してから服用する決まりを守る。
錠は本日のみ止めることになった。
本日よりポータブルトイレが開始となり，1回目はナースコールを押してくれていたが、2回目の今 患者さんへの説明・指導不足
指導の徹底とこまめな観察を要す。
回は、自分で一人で移ろうとして滑って転倒した。他患者さんがナースコールで知らせてくれた。外
傷なし。
本日より開始の内服薬が１錠づつカットされており、夕食後１錠しか配薬しなかった。
深夜の看護師が薬を作る時に２錠分一の分が１錠づつカットしているのに気付く
きちんと処方箋を確認する
本日より抗生剤の変更あり。申し送りを受けるも、皮内テストを行わずに患者に施行する。朝、夕 当事者が、抗生剤の皮内テストを行わなければならない事を分かっていなかった。皮内テスト施 当事者が、皮内テスト後の処理の方法をきちんと理解する。
一日二回の指示で、朝の分は終了。夕の分を施行する前に、ダブルチェック時に皮内テストをして 行時の注射伝票への記入方法を理解していなかった。
いない事がわかり、主治医へ報告。患者のバイタルサインの変化や湿疹等の副作用出現なし。
本日より中止薬の指示がなされていたが、準備薬の変更がされておらず、そのまま与薬してしまっ 申送り時の確認事項を直ぐに実施しなかったため、忘れてしまった。
患者管理の重要性について周知。的確な指示と速やかな作業実施に心がけるよう指導
た。
本日より点滴開始となり、右上肢にライン確保していた。自己抜針の可能性あり。包帯固定し、両 痴呆があり、点滴ルートを自己抜針した。
点滴ル－トが見えないよう寝衣を手首までのばす。
上肢メガホン抑制帯していた。19：30訪室時はラインをさわったりしておらず。20時訪室時自己抜
針しているところを発見、止血確認する。残100mL程であったため、翼状針で点滴施行した。
本日より鼻腔栄養が開始されたのに伴い、食前に血糖測定を行い値によりインスリンを施行する 拾い出しの時に前の指示を拾った。以前の指示を信じ込んでいた。
フローシートの確認を行う。インスリンチェック表を新しいものに変え、月日を明記する。
指示に変更された。勤務開始前の情報収集の時に血糖測定は食前とワークシートに拾い出した
が、インスリンは以前の指示分の２２時と拾い出した。２２時に血糖測定しインスリンを施行した。
深夜看護師に申し送りをしていて間違いを指摘される。医師に連絡し経過を観察することになる。
低血糖症状をおこすことなく経過した。
本日外泊する。夕方父より電話あり、使用中のフルタイドが空とのこと。外泊中どうするればよい フルタイドの残量の確認不足。フルタイドの残量がわかりにくい。
目安の使用期限・終了期限を記載する。外泊時は特に注意して確認する。
か問い合わせあり。当直師長に連絡、主治医に連絡して帰院までこととなる。
本日午後から退院される患者様の朝のみ薬をセットしたが、退院時に持たせる残薬を準備するの 前日の深夜の看護師は患者様が本日の午後に退院することを認識していなかった。また、退院時 必ずホワイトボードを見て退院者がいないか、何時に退院する患者様がいるか確認すること。退
を忘れてしまい、翌日に残薬が残っていることを深夜看護師が気付く。
のチェックリスト表を活用しなかった。
院時のチェックリスト表を有効に活用すること。
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具体的内容
背景・要因
改善策
本日午後よりオンコールにて整形外科手術予定の患者の連絡があり、１４：３０に手術場出しを
５日の準夜のＮｓは患者より６日に手術と聞いたので、次の深夜で確認してもらう様伝達。深夜の 医師の指示は必ず記録してもらう。.
行った。１４：４０に手術部より、患者が昼食を摂取したと言っているのでと確認の問い合わせがあ Ｎｓより日勤者へは１５時頃のオンコールと引き継がれ、欠食等の処置は済んでると思ってしまう。
13279 る。確認にて手術欠食がされていない事が判る。
指示は記録されておらず、Ｎｓから患者への説明用紙も配布されていなかった。指示の確認不十
分。情報収集が不十分だった。医師と看護職の連携不適切。看護職間の連携不適切。指示伝達
システムの不備。患者・家族への説明が不十分であった。
本日手術のため、回診時に末梢静脈ラインを留置してもらった。手術室へ入室するために準備を 観察不足
痴呆のある患者様であったので抑制をさせていただいた。頻回に訪床して観察する。
13280
行おうと思い訪床したところ、末梢静脈ラインが抜かれていた。
本日手術の患者様に生食１００＋ペントシリン１ｇの予定が２ｇとセットになっていたので、そのまま 薬剤部のセットが間違いであったが、確認を充分しなかった。
医師の指示等で、間違いが起こりそうな伝票に下線をひくなど皆に注意を与える。
13281 実施。 術後の抗生剤もペントシリン２ｇとセットされていたため実施。後で確認すると１ｇなので主
治医に報告するもそのまま続行する。
本日小腸連続透視予定の患者。朝絶食であったが、食事を配膳してしまい、食事摂取してしまっ 前日の内に絶食入力がされていなかった。絶食カードも患者のベッドサイドにかかってなかった。 できるだけ時間内に食事の入力を行なう。検査の説明をきちんと行なう。配膳前に絶食者も確認
13282 た。Dr報告し1時間くらい検査を遅らし施行することとなった。
患者は検査があることは知らせれていたが絶食までは説明されていなかった。深夜で確認する絶 する。
食者を見落としていた。
本日退院であった。退院時の説明を医師が行いその後看護師が行う予定であったが父親が迎え 確認不足 外国の方であったので意志疎通が十分出来なかった。
退院時の説明を受けてから帰宅していただくように朝、説明しておく。
13283 きて、退院指導を行う前に帰宅されてしまった。そのために退院処方の軟膏（ジルダザック）を渡す
ことが出来なかった。残薬を持っていたので次回外来受診時にお渡しした。
本日昼に薬を与薬しようとしたら、前日の夕方の薬が残っていることに気が付いた。
前日に薬の変更の指示が出され、リーダーが夕食後の薬を責任を持って変更した内容の薬を与 部屋の担当とコミュニケーションをとって確実に行うべきであった。
13284
薬しなければならないのを忘れてしまった。
本日昼までフロモックスが処方されており処方薬入れの箱に貼り付けてあったが、それに気付か 箱の外側の確認を怠った
・内服薬は外側の箱まで確認するという意識を恒に持つ ・疾患を考え何を内服しているのか把握
13285
ず昼の分を配薬しなかった
しておく
本日昼頃まで挿管中の為右上肢抑制中だった。抜管後ｃｏｎｓ？-1？？-2で説明後ＣＶ、ＮＧーＴ抜 患者要因
家族教育
13286 去しない様理解できたと判断し、抑制帯をはずしたままとした。面会前まではＮＧーＴは挿入されて
いた。娘との面会時、周囲のカーテンを閉めてしまった為娘よりＮＧーＴの抜去を知らされた。
本日昼食前からベイスン内服予定であった。当日朝、胃カメラ予定であり欠食。朝分の内服薬を 与薬開始時期を確実に把握していなかった。
与薬な確実におこなう。内服薬は正確に把握しておく。
深夜看護師が準備、胃カメラ施行後にとナースステーションに準備されていた。胃カメラ終了後、
13287 準備してあった内服薬を与薬。ベイスンは昼食前から内服予定であるため、朝分の内服薬の中に
は含まれていなかった。 夕方、準夜看護師によりベイスンが残っていることを指摘される。Dr.に
報告する。
本日注腸・腹部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影の指示が出ていた。注腸検査後退院となり、１４：００頃退院された。 患者さんのスケジュールの把握ができていない。
始業３原則・就業２原則を守る。
13288
14:30頃、放科より腹部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影の連絡あり検査せず退院させたことに気づいた。
本日朝から内服開始の指示あり、バイアスピリンに内服開始の線が引かれていないのに気付け 線がよく見えていなかった。
内服直前の確認ができていなかったので、施行する。
13289 ず、ダブルチェックを依頼し、内服させてしまう。日勤者への申し送り時に自分が気付き医師へ報
告。経過観察となった。
本日朝でＤＩＶルート抜針、ガスター内服が開始になっていた。カルテ指示録には、中止の処理が カルテをひらった時に伝票処理を行なわなかったため、何人もが指示うけにかかわり処理があい 指示受けしたものが最後まで処理する。一人一人が責任をもち最後まで処理する。
出来ていたが伝票（注射）が処理されていなく勤務者にも伝わっていなく点滴で生塩20ｍｌ+ガス
まいになっていた。
13290
ター1Ａが準備されていた。点滴施行注するが血管より漏れ施注するのを替わってもらおうとリー
ダーに報告処理忘れに気づく。
本日朝より抗菌剤の変更があり、注射ラベルを見てシプロキサン３００ミリグラム（１５０ミリリット
注射ラベルでは確認にならないので必ず注射払い出し伝票を確認するよう周知してあったにもか 注射ラベルのみ確認ではなく、注射払い出し伝票の確認を必ず行なう事の再周知。注射払い出し
ル）を準備、実施した。同日、翌日の注射薬と注射払い出し伝票を照合確認した看護師に、シプロ かわらず、注射払い出し伝票を確認しなかった事（赤でアンダーラインが引いてあり注意を喚起し 伝票と薬剤の指差し呼称確認の徹底。医師にも間違いやすい指示時は注意を換気する表示など
13291 キサンを５０ミリリットル減量し１００ミリリットル点滴する事を指摘され、間違いに気がついた。
てあった）。注射ラベルにも１００ミリリットルの表示があったが、字が小さく気がつかなかった。カ を心がけてもらう。
ルテの指示受けの際、１５０ミリリットルをするものと思い込んでいた。医師が指示時、減量して使
用する事がわかるように注意を喚起する表示や看護師への声かけをしなかった。
本日入院患者がベットによりかかったところ柵が点であったためその頭側から落ちた。外傷はない ・患者の身体能力アセスメント不足 ・危険回避のためのベット準備不足
・患者の身体能力を考慮したベットの環境整備 ・入院前の生活を把握した入院生活の指導
13292
が念のため頭のＣＴを撮った。
本日入浴日であり、11時から介助入浴を開始。看護者2名・助手1名が関わる。洗い場で1名体を 更衣をする椅子まで介助を中断せず、安全が確認できる場所まで移動するのに付き添う事ができ 転倒の危険がある患者様が入浴する場合、完全に見守れる時間帯に入浴してもらう様時間調節
洗い、浴槽内に2名、見守り脱衣所に1名、更衣中であった。12時浴槽からＡ氏が上がろうとしたた なかった為。
をする。
め介助で脱衣所まで付き添うが、その時洗い場で他の患者様が、立ち上がろうとした為振り向き、
13293
Ａ氏が先に歩いて行きいつもつかまる所に他の患者様がいた為、つかまらずに歩行しようとした
時、右肩から転倒してしまう。頭部は打たず、転んじゃったと言いながら、直ぐに介助で立ち上がり
更衣を済ませる。
本日付けのフランドルテープを取り出す際に、昨日の日付のフランドルテープ発見する。
カーデックスに挟んであったため部屋持ち看護師が交換を忘れた。施行後の最終確認が行われ 部屋持ち看護師が責任もって行う。施行後報告を行う。
13294
ていない。
本日分就寝薬配薬中に、就寝薬ケース内に朝食後、昼食後に配薬する薬が混入されており、確 薬袋の字が小さく、みづらい。確認不足。
配薬の際の確認を徹底する。
13295 認したところ朝・昼・夕配薬箱に配薬されていないことに気づく。発見時間早かったため、朝食後薬
は服用する。
本日夕よりインスリン量変更の指示があったが、指示受けが出来ておらず、前回と同量のインスリ 指示受けがきちんと出来ていなかった。
指示受けは、指示変更前後の指示を確認する。
13296
ン量の申し送りをしてしまい、夕前に変更前のインスリン量を施注してしまった。
13297 本日与薬車に薬のセット中、２１日の昼の臨時薬が残っているのを発見した。
与薬車の最終確認不足。マニュアル遵守不履行。
薬のセット後、再度出し忘れがないか、引き出しを開いて確認する。
本来 リボスチン点眼薬の処方をするところ、デタントール点眼薬を処方してしまった。診察後カル 当事者自身アレルギーがあり、鼻水、くしゃみをしていて集中力にかけていたため、処方した薬剤 オーダ内容の再確認
13298 テ記載時に気付き近隣の院外薬局に問い合わせていたところ、患者が丁度薬局に薬を取りにみ が正しいと思っていた。
えたところであり、患者への影響はなかった。
本来 陰圧をかけて持続吸引する必要があるPATドレーンであったが、陰圧がかかっておらず自 手術患者様が重なり観察に焦りが出ていた。ドレーンの観察を怠った。
患者様側から一つずつドレーン状態を確認する。 確認作業を怠らない。
13299 然流出の状態となっていた。他の看護師が発見。ドレーンからは流出があり閉塞は見られなかっ
た。そのまま経過観察となった。
本来、葛根湯は２×２包/１日が常用量であるが、医師から３×３包/１日の指示が出ていた。この 薬剤の採用、変更の周知徹底の問題。7月から2.5g包装から3.5g包装へ変更になっていた。業務 時間に左右されず監査の役割を確実に行っていく
時患者さんが「急いでいる」という外来Nsからの電話もあり焦っていたため、通常の常用量より多 手順、ルール、チェックの問題。
い事に気付かず処方していた。その後次の処方日に別の医師が同じように指示を出してきた為、
13300
この医師に常用量を伝えた時に「以前もこの量で出されている」と言われ確認し、初回の間違いが
発見した。この時気付かなければ処方量間違いのまま、経過していた。患者さんへの何らかの影
響が出る可能性あり
時間４ｍｌで輸液ポンプで点滴していたが、清拭後受持ち看護師ではない看護師が口頭により確 受持ち看護師が間違った滴下数を認識していた。確実な滴下数を知らない看護師が輸液ポンプ 口頭による申し送りは出来るだけ避け、受持ち看護師が確実に輸液ポンプの設定を行う。処方箋
13301 認し、その滴下数が間違っており１時間程度過剰投与をしてしまった。
の設定を行った。口頭にて看護師間で申し送りを行った為、確実に情報が伝わらなかった。処方 にてダブルチェックを行い、設定を行う。安易に受持ち以外の看護師が設定を行わない。
箋での確認を行っていない。
朝のアルファ液を夕にも投与してしまった。定期処方のアルファ液が不足していたので、医師に不
指示表を十分確認せず投与してしまった。ほぼ思い込みで注入薬の準備を行い投与していた。 ほぼ思い込み内服注入の準備をしてしまったので、前回の指示確認を怠らないようにする。
13302
足分の処方をお願いした。定期処方の日、前回の処方の確認をした時気付いた。
アダラートＬを調剤するところを誤まってアダラートで調剤してしまった。誤りに気づかずに２日間投 調剤後に薬剤師のダブルチェックを経て病棟に払い出すシステムとなっているが、このケースでは 本来のルールを遵守する。
13303
与したところで、病棟担当の薬剤師が発見した。
内容が簡単であることと煩雑時であったとの理由で１人で調剤してしまった。
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具体的内容
背景・要因
禁忌の食材（卸大根）を省く予定が、見抜かり盛り付けし、患者さんに出してしまった。いつもは、 情報の共有、伝達の問題。業務手順、ルール、チェックの問題。
13304 同僚と2名で確認をしているのに今回はそれをしていなかった。配膳した時にNsが発見した。患者
さんへの影響は、食べてしまっていたら、何らかの症状が出た可能性あり
検査後の採血であったが、通常のように朝食前に採血してしまった。採血後、検査後に行う採血で 採血時間の指定があるにもかかわらず、オーダーに時間の指示がだされていなかった。採血患者
13305 あることに気がついた。
様が分かるワークシートにて確認を行った際、時間指定までワークシートに表示されない為、定期
の時間である朝に採血を行ってしまった。
点滴内に１０％トランサミン５ｍｌを混注するところを、誤まって５％トランサミン５ｍｌを入れてしまっ
本人の知識の問題。同じ品名（類似）した薬剤についての注意不足。
13306
た。他の看護師が間違いに気づき作成しなおした。
流動食が出る患者さんに、間違って普通食を出してしまった。病室で配膳前に気付いた。患者さん 情報の伝達、ルール、チェックの問題
13307
への影響は、もし食べていたら、腹部症状や、摂取困難、誤嚥などの可能性あり
11時30分にインシュリン投与すべき行為を14時45分の時点、他の看護師が確認したところ、施行 他のスタッフがしてくれるだろうと各自の責任不良。タイマーをかけ忘れ、準備し忘れが原因。
13308 していない事に気付く。患者さんの状態は特に変わらず専門Ｄｒ診察され、そのまま様子観察とな
る。
１２時５９分開始時間が、メモ用紙には１３時５６分と記載されており、終了時間が１７時５７分と記 開始時間を記載した人のミス
載。透析時間が４時間を超え本人より訴えあり。時間の間違えに気がつく。除水・透析時間の達成
13309
の警報画面は看護師が解除してしまった様子。単なる新しい画面と思い解除したとの事。返血時
間が４７分遅れてしまった。
12時にインスリン施行するのに、11時にする患者さんと同様の時間と一緒に施行。他の看護師が 注射箋の単位数、患者名だけでなく時間も記入していたが,時間の確認が出来ていなかった為に
13310
注射箋を確認するとサインしてあるので、確認したところ間違いに気付く。
行った。
13311 １回２錠内服分を１錠内服分だと思い込み１錠のみ配り内服させた
思い込み
２７日に心臓カテーテル室でＩＡＢＰ（大動脈バルーンパンピング）をする患者に対し、医師は検査 ・ルール実施を怠った ・情報共有やコミュニケーション不足
予定表に２９日と記入し、申込依頼状も延期・中止ＢＯＸに入れていた。その為心臓カテーテル室
13312
では把握出来ていなかった。看護師は臨床工学技師と医師に患者のＩＡＢＰはどこでやりますかと
聞かれ、急遽部屋を確保した。このことで他患者の検査を遅らせることになった。
31日入院のところ1日と説明した。病棟で予約の患者が来院せず確認したところ判明した。1日朝 入院の説明時の手順が明確でない。
13313
早くに入院していただき、治療には影響なかった。夜勤者の業務負担となった。
アクチット500mlに入れるべきニコリン、ビタメジンを次回使用のヴィーンD内に入れ投与してしまっ 確認不足であり、用意した時、注入前、投与前に確認することが出来ていなかった。
13314
た。
本来イノレットＲ６Ｕ施行するのを、イノレットＮ６Ｕ施行し本人の オーバーテーブルにイノレットＲ 初歩的なミスであり、イノレットＲとイノレットＮは色別けされているのに関わらず、思い込みにて
13315 の注射器が置いてあるのに気付き、間違いに気付く。発見後すぐに主治医に報告し、ＢＳ測定の 誤ってしまう。確認不足。
指示あり。ＢＳは異常なく経過観察となる。
エンシュアＨの経管栄養を注入しなくてはならないのに、絶食中の患者さんに誤注入し、絶食中の 看護師が注入直前にボトルの名前を確認せずに誤注入に至った。確認行為は初歩的な事。
13316
患者の内服を注入しようとし、誤注入に気付く。気付いた時には終了していた。
オンラインHDFの患者さんに通常透析を開始し、1時間後に発見。すぐにオンラインHDFを開始し 業務手順、ルール、チェックの問題。情報の伝達、情報共有の問題。
13317
た。患者さんへの影響は、透析効率の低下、血圧低下等の可能性あり。
オンライン透析予定の患者さんだったが、オンライン透析の準備が出来ておらず、開始者も「通常 業務手順、ルール、チェックの問題
13318 透析に戻ったのか」と思い、そのまま通常透析を開始していた。約5分後に巡回中に発見し、直ち
にオンライン透析を開始した。
患者に腹部ＣＴが至急でオーダーリングにいつの間にか入れられていた。検査処置ひろいを行っ ・指示簿の有効な利用ができていない ・検査だけでなく採血など記載が抜けていることがとても
たが、指示簿には検査の記載がなく、代わりに腹部エコー記載されていた。どちらが本当の検査 多い ・看護サイドも実施が者のサインがされてない ・指示簿に書くことに検査をカルテに書いて
13319
かどちらも行うのか、オーダーリングが抜けているのが、指示簿の記載が抜けていることしかわか たり話し合い統一されていない ・いつかは抜けてしまうおそれがある
らず、混乱し準夜勤への送りが遅れ仕事に影響をおよぼした。
ソリタＴ3・５００ｍｌにザンタック１Ａのみを混注するのであったが、他の患者に使用するバイオゲン 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
１Ａも一緒に混注してしまい、そのまま、施行してしまった。本日のみ点滴内容が変更したことを申 点。
13320
し送り上のミスによる事故であった。特に、点滴内容がビタミン剤であったため、影響はなかった。
13321
13322

13323

13324
13325

3時間半目でECUMに変更しなければならない指示がでていたが、タイマーをかけ忘れた為HDを
続行してしまった。
夕食後にワーファリン1.5Ｔを内服してもらわなければならなかったが、間違えて昼食後にワーファ
リン1.5Ｔを内服させてしまった。
デノシン125mg+5％Ｇ50mlを施行する指示であった。しかし、伝票の複写が薄く、その日は5％Ｇ
50mlではなく、5％Ｇ500mlが薬局より配送されてきてしまった。病棟看護師がダブルチェックを行っ
た際にも、そのことに気付かず、施行時5％Ｇ500mlがセットされていた。混注時に変だなと思いな
がらも「500」と記載されているようにしか見えなかったため、混注を行ったが、もともと腎不全もあ
り、水分管理が必要な患者であること、デノシンを500mlで混注する例はなく、必要性もわからな
かったため、施行前に再度カルテ確認したところ、50mlであることがわかり、施行直前に気づき、
患者に投与されることはなかった。
ニカルピン注10mg・10mLを調剤すべき所、ミリスロール注5mg・10mLを調剤してしまった。
患者様の前回フィルムを保管場所より、取り出すはずだった。実際には、前回同日に撮影した別
患者さまの胸写フィルムをとりだして提示した。医師が比較の途中で、別患者さまの胸写であるこ
と発見。患者さまには特に影響はなかった。

生化学、検血、凝固、血糖ヘモグロビンＡ１Ｃの採血が必要だった。実際には看護師は生化学、検
血、血糖ヘモグロビンＡ１Ｃの採血を行い、検査室へ提出した。患者さまの前回受診日、外来患者
さまは予約が１６名新患３名１９名であった。最終予約患者さまは１３時であった。次回予約時の採
血は予約簿に記載することが慣行として行われている。前回受診時、本日の検査項目として生化
学、検血、血糖ヘモグロビンＡ１Ｃの指示が医師より記述で出される。複写は患者さまへ予約票と
してわたされた。看護師は予約簿に名前の記載はしたが、検査項目を記載せず。本日、予約日に
て患者さまが来院。予約簿に検査項目の記載なし。他患者さまの採血を施行し提出。別件あり、１
13326 階廊下で１０分程度対応。診察室にもどったところ、カルテは５冊に医事課より届けられていた。４
名のコスト票の準備と次患者さまの採血をしていたところ、医師、来室。医師より患者さまの採血
を確認され、予約簿を確認し指示がないことを告げる。この時、看護師は患者さまが予約票として
提出した、複写は確認していない。医師より、採血指示あり。同時に医師が検査項目を入力され
る。カルテを受け取ったところ、予約票の写しに記載指示があったため、記載指示内容の生化学、
採血、血糖ヘモグロビンＡ１Ｃ採血を施行、提出する。検査室より、凝固の検体が提出されていな
いとの連絡があり、指示受けエラーの発生に気づく。凝固データが安定しているとのことで再採血
は施行しないこととなった。

改善策
ルール通り2名で確認を行なう事
医師へ採血時間のオーダー入力をしてもらう。クリニカルパスを使用し、患者様と共に採血時間の
確認を行っていく。
何故、間違ったのか本人にヒヤリングを行った。同じ品名（類似）した薬剤についてのマニュアルを
作成予定
病棟からの食事依頼伝票が、読みづらかった事、また、記載内容に漏れがあったため部署への改
善依頼出した。 また、伝票の検討も行う
各自の責任をもった業務遂行。当院指定の注射箋の活用 施行者を決めて行う。
確認をしてから記載する

インスリンの品名、単位数、時間等の確認、注射箋とホワイトボードとを照らし合わせ確認する。
内服薬を手に取る前、取ったとき取った後、再度処方箋と確認を行うようにする。
・病棟ではカテーテルスケジュール表を必ず活用し、予定の患者が記載されていない時はカテー
テル室に確認する。 ・カテーテルスケジュール依頼状入れは、「決定」と「中止・延期」のボックス
を明確に分ける。 ・依頼状記載後、再度内容に間違えがないか確認する。
患者に説明するとき必ずカルテを確認する。また、患者に説明するとき医師からどのように説明さ
れているかを聞く。
基本を確実に守り、薬剤準備時、注入時、投与前に口に出しながら確認を行う。
Ｒ,Ｎの鑑別作用の違いを常に念頭に置き、施行前、中、後の基本的な ３度の確認を忘れず施行
する。 当院所定の注射箋活用と単位種類の確認。
絶食中の有無を把握できていなかった為に絶食中の方には、誰がみても 分かる様に絶食札を
設置。（オーバーテーブル等へ） 氏名の確認行為（注入前、中、後）3度の確認行為。
器械、回路準備時のチェックリストの活用
開始を行なった時点で気づいていたが、最終的に透析箋の確認をしていなかった。今後、開始前
の透析箋確認を確実に行うよう指導する。「おかしい」と感じた時にはそのまま実施しないよう教育
する。
・指示簿の有効利用の話しあい ・指示簿の確認 ・受けサインをしっかり行う ・医師へ時間まで
に指示簿へ記入をしっかりしてもらう様依頼していく
点滴の内容の変更があった場合は、きちんと申し送りをし、掲示板等に記入するなどして、点滴を
準備する所に掲示したりして、複数回確認できるようにする。申し送りを徹底する。

開始者の確認不足。ダブルチェック漏れ。

通常とは違う指示が出た際の確認の強化。ダブルチェックの徹底。

薬をセットするときの確認不足。他のことに気がとられていた。

薬をセットする時、患者様に薬を渡すとき、内服してもらう前に再度確認を行う。

・注射伝票の複写が読み取りづらかった。（電子カルテが導入されればこのようなミスは防げると ・病棟ナース全体に流れ作業でダブルチェックをしない。変だと思う事は必ずカルテに戻るというこ
思う）→現在は、注射伝票の記入のみで、点滴オーダーとなっているが、その患者の場合、注射 とに注意を喚起した。 ・関わったナース全員が振り返り、その振り返りを病棟全体で共有した。
箋の記入と重複して、カルテへのオーダー記載もしていたため、事故を防ぐことができたと思う。
・薬局の配送準備、看護師のダブルチェックが流れ作業的になっており、薬剤の投与目的などを
考えずに行われた可能性がある。 ・薬局も、その患者の状態などの情報を共有できるようなシス
テムがあればよい。 ・少しでも変だ、と思う事は必ずカルテに戻ること。
ニカルピン注10mg・10mLの棚にミリスロール注5mg・10mLが入っていた。
調剤時の確認を徹底する。
カルテを３冊さばくながら、患者さまより、本日の胸写を受け取り、前回を出そうとし、他部門より 予約制の導入
電話あり、作業中断する。その後、取り出す際に番号を間違える。前記載のカルテさばきの内容
は伝票の準備と予約外患者さまの採血スピッツを準備していた。多忙であった。作業中断による
エラー。
慣行として予約簿に予約検査項目を転記している。看護師は予約簿および予約票の記載指示を 中央外来採血室の活用。
もとに採血していた。医師指示が直接反映され、指示検体スピッツが作成される中央外来採血室
を利用していない。 診察室が２階にあり、診察室での採血が慣行として行わている。患者様に中
央外来採血室のすすめることもあるが、動線と待ち時間の関係からか、診察室での採血を希望さ
れることが多く、慣行を続けていた。
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具体的内容
背景・要因
ぺガシス（90）を注射箋に記入しなくてはならないのに、前回の指示分を確認せずにぺガシス
前回の指示分の確認不足から生じた。カルテ、注射箋の確認不足。
13327
（180）と記入し処置室へまわし、カルテと注射箋とを確認せずに施行してしまう。
右ＣＥＡ（術式）の手術予定のところ、医師が記入した手術申込用紙と看護師が記入したＩＣＵ申し ・手術申込用紙は執刀医ではなく他の医師で記載されていた。 ・手術申込用紙、看護師のＩＣＵ
送り用紙は共に左ＣＥＡ（術式）と記載されていた。そのため、手術室ではそのように準備してい
申し送り用紙が記載された後のチェックする仕組みが無かった。 ・手術室に申し送りをした看護
た。病棟看護師からは左と申し送られたが、患者入室時に手術同意書を確認したところ術式が右 師はＩＣに同席していたが、手術室看護師に左右を問われた時に気付けなかった。 ・看護師はＩＣ
13328
ＣＥＡとなっていた為執刀医に確認した。この患者は多発性の病変があり、右内頚動脈狭窄・右外 Ｕ申し送り用紙に記入する時、手術申込用紙を思い違いで記載した医師に確認していた。 ・看護
頚動脈狭窄・左内頚動脈狭窄であったが、今回は右外頚動脈狭窄に対しての手術であり、申込書 師の申し送り用紙に術式を記入する欄はない。 ・病棟、手術室看護師は患者に手術部位の確認
の病名術式全ての左右記載が違っていたことが分かった。
をしていない。
Ａ氏に与薬すべきノバスタン１Ａを同室の同姓患者Ｂ氏へ与薬してしまった。与薬施行は患者さん 同姓患者が同室であった。医師が診察券（エンボスカード）を間違えて指示を出した（カルテには
13329 と本人確認した。
正しく記載されていた）。指示受けの看護師が気づかなかった。

改善策
カルテ、注射箋の照合を確実に行う。
・手術申込書の内容は必ず執刀医と記入医師で二重チェックをする（手術室の準備態勢にも影響
が大きいため）。 ・看護師はＩＣ同席時、ＩＣＵ申し送り用紙及び術前チェックリストを持参して参加
する。 ・院内全体で使用している看護師の術前チェックリストに予定術式欄を設ける。 ・手術部
位が左右ある臓器の時はシールを貼る。 ・患者に対しても確認を行なう。

同姓（同名）の患者さんは、別の部屋にするようベットコントロールする（リスクの軽減）。診察券（エ
ンボスカード）、カルテなどに同姓（同名）有りの表示をして注意換起する（患者誤認の予防する）。
医師に指示出し時は慎重にして頂くように協力要請（リスク発生を減らす）。
13330 呼名すべき患者の名前を読み間違えた。患者に不快感を与えてしまった。
本来呼名すべき患者の名前を読み間違えた。新人教育の徹底。
難しいい読み方、同姓同名等、紛らわしい患者氏名はカルテと保険証のダブルチェックとする。
13331 交換すべき時間に外用麻薬を交換することを忘れていた
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。具体的にはリーダー業務の重さ。
麻薬の管理をリーダーひとりの責任にせず病棟責任者も含めた管理体制とした
体動激しい為、透析開始直後にシーネ固定となっているが、ベッドにシーネは持ってくるが、すぐに 清潔者が患者の把握をしていなかった。体動が激しい患者は透析開始直後にしっかりとしたテー 処置に関して不明確なことについてはベテランの看護師に確認する。
13332
固定しなかった。
プ固定、シーネ固定することを把握していなかった。知識不足、経験不足。
朝食前に、患者に接種すべきインシュリンの注射を施行し忘れてしまった。他の用事で注射器を 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
施行したかの確認を徹底する。場合によっては表を作るなどを行う。
保管している場所に行った所、そのまま放置してあったため、施行していないことに気がついた。
13333 すぐに医者に報告し、指示を仰ぎ、朝食摂取後でも施行可能ということで、患者に接種した。他の
患者にも接種していて、そのため該当の患者にも接種したものと思い込んでしまい、施行し忘れ
た。特に患者には身体的な影響なし。
本来定期処方の薬剤であるが、診察当日は0日処方の指示にも関わらず、該当薬剤を入力。次回 入力時及び入力後の確認に個人差が有り、目視確認の限界か？
事務担当者に再度、確認の重要性について伝達。
13334
受診時、医師により発見。
当日（休日）撮影の胸部、腹部レントゲン指示が翌日に撮影になった。当日の昼頃放射線照射録 休日は早番が薬品ワゴンの上に照射録をのせ、レントゲン室に提出するようになっているが、忘 薬品ワゴンの上を整理する。検体、放射線科伝票入れ休日用を作る。緑のファイルに入れて入り
をレントゲン室入り口の机に提出したが、放射線技師はまったく気付かず医事課に回った。放射線 れて遅番がレントゲン室の入り口の机の上に提出した。しかし、提出した場所が医事課用箱の近く 口の机の上に提出する。提出に際し技師に必ず声かけするか、ＰＨＳで連絡する。
13335
科は撮影されていない照射録が医事課より戻ってきてきづいた。
にあった。また、看護師は放射線技師に声をかけなかった。照射録は医事課にまわり、放射線科
用が戻ってきた為撮影していないことが判明した。
内服する時間にK2シロップを内服させるのを忘れてしまっていた。次の勤務者に確認され事故に 新人等の院内事故防止教育の問題点
勤務を引き継ぐ際に再度処置について確認していく 事故防止の意味でもパスを有効活用してい
13336
気づく。
く
嚥下が悪い患者であっため、普段はホールにて、看護者の監視下にて食事を摂取させていたが、 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
要介助者は、普段から目を離さないようにし、食事も近くに置かずに、後から看護者が直接本人の
朝から発熱していたこともあり、病室にて後から食事を摂取させようとして、近くにおいていたとこ
元へ持っていくようにする。
13337 ろ、患者が自分から食事を持っていって、摂取始めてしまい、誤嚥してしまった。すぐに朝食のパン
を掻き出し、タッピング処置等をして徐々に呼吸状態は回復した。その後すぐにＤｒにも来てもら
い、診察してもらい様子観察の指示を受けている。
盆踊りにて購入されたすいかを摂取時、皮の部分まで食べてしまい誤飲する。タッピング、掃除機 普段、誤飲されない患者様だった。摂取する環境が盆踊りで普段と異なる状況であった。食堂で 普段の食形態と異なる時は注意し、刻むなどして摂取していただくようにする。
13338
を吸引にて３ｃｍ×３ｃｍ程のすいかを取り出す。意識クリア。Dr報告。診察する。
摂取したため、早く気づくことができた。
麻酔の準備表でKN3Bを指示出していたが、生食を準備していた。担当の麻酔科医が間違えて点
生食とKN3Bのボトル（プラボトル）が似ており、確認不足
ラベルの再確認を。 大塚にラベルの変更を要請
13339
滴に付け替えた。他の麻酔科医が気づきKN3Bにすぐ交換した。
13340 麻酔の挿管時に歯の損傷
さし歯のため強度がおちていた
ファイバーの挿管注意の喚起
麻酔医の指示でイノバンを準備し麻酔医に手渡し、麻酔医がシリンジポンプにセットし開始ボタン シリンジポンプや輸液ポンプの使用時や更新時は２名でダブルチェックを行うことが原則である
手術室においてもシリンジポンプ及び輸液ポンプ使用時は２名で確認することをマニュアル化し
を押した。延長チューブに薬品名を書いたラベルを貼ろうとしたところ、三方活栓が開いていないこ が、医師に任せてしまい確認ができていなかった。
チェックリストで徹底する。薬剤によっては経時的に観察する必要があることを指導する。アラーム
13341
とに気が付く。注射器と延長チューブの接続部から薬液が漏れていた。しかし、シリンジポンプの
の設定について業者に確認する。
アラームは鳴らなかった。
麻酔医の指示を受け、リバースのための硫酸アトロピンとアタックスPを注射器に吸い上げている 使用した後の空になったマスキュラックスの注射器と、リバースのために準備した新しい注射器を 使用済みの注射器をはっきり分かるように区別して置くようにする。
13342
途中、使用している注射器がマスキュラックスを使用した注射器であることに気付いた。
置いた場所が近く、よく確認せずに注射器を手にとってしまった。
麻酔医より筋弛緩剤の指示を受けた。人工心肺を停止する時間が近くなっていた為、急いで準備
思い込みとルール違反。
ルール通りの確実な業務を行えるようにする。
13343
し麻酔医に渡した。麻酔医が投与する際、指示量と違っていることに気づきミスが発覚。
麻酔科より、手術当日の朝テオドール内服の指示が出ていたが、投与せず手術室へ出棟。術後Ｉ １ 指示簿の確認が確実に行えていなかった。 ２ 入院中の患者が、外来受診した時の指示が、 麻酔科受診後は、指示の確認に特に注意する。手術前日の、患者への説明時に再度指示簿の
13344 ＣＵへの申し送り時に判明。（麻酔科診察時、指示簿に内服指示が記入されていたが、申し送り
インチャージに反映されていなかった。
確認・チーム内でチエックする様に声かけをして行く。インチャージシートに麻酔科指示が反映する
シートに記入を忘れていた。）
様に要望。
麻酔科医に確認しセフメタゾン1gを生食で10mlに溶かし渡した。しかし、実際は指示量の100mgを 口頭オーダー
指示を受けたときは、復唱し聞き間違いがないか確認し行なう。自分以外の人の手に渡るときに
10mlにということであったため、1gのままのシリンジがつながれ投与開始された。患者は挿管中で
は、復唱し相手にも伝わっているか確認する。
13345 あった。すぐに中断したが、150mg投与されていた。主治医に報告し、様子観察のみで特に処置は
行なわなかった。その後、バイタルの異常ショック症状の出現なく手術は終了した。この旨を記載
し病棟へ申し送った。
麻酔科外来にて疼痛管理のためリドカイン点滴静注を行うべきところ、別の患者さんのために用 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題で、同種治療の患者さんが多数の場合の薬剤の準 介助看護師とのダブルチェックを徹底した。
13346 意したネオビタカインを注射した。薬液がほとんど入らない段階で誤りに気付いたため、患者さん 備の仕方、確認のしかたに問題があった。
には影響なかった。血圧、酸素飽和度は測定中である。
麻酔科診察前に、カルテとレントゲンフイルムを持参する様に電話連絡をうけ、一連の流れで患者 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
・麻酔科医との連絡システムの見直し ・不明瞭な場合、再度確認行動をとる
13347 と家族にも声をかけ麻酔科面談室に案内した。医師は情報収集のため患者・家族を待たせる事と
なった。
麻酔器の準備においてコンセントのさし忘れがあり、全身麻酔中バッテリー切れにて麻酔器の電 新人等の院内事故防止教育の問題点
手術の部屋の準備の際、パイピング・電源コンセントの接続を確実に行い、最終的に指差し、声出
13348
源が約１０～１５秒きれた状態になった。
しにて確認作業を行なう。
麻酔導入の挿管時の開口する際に、指をかけてはいけない脆弱な歯牙に指をかけ、折れてしまっ
高齢者の脆弱な歯牙の認識不足と、開口する際の指のかける場所の誤り。
開口する際、もっと奥歯、又は歯に指をかけず開口すべきであった。
13349
た。
麻酔導入時、レラキシンを８０ｍｇ投与するよう麻酔科医師に口頭指示されたが、８ｍｌと聞き違え 口頭指示であることが問題
確実な実施のためには、必ず指示の確認をすることを指導。
13350
て、ｋｍｌ（１２０ｍｇ）注入したところで、医師から誤りを指摘された。
麻酔導入前患者確認を行っている際に麻酔記録用紙の患者氏名がＡＢ→ＡＣになっていることに 手術申し込みの際、当院では手術申し込み伝票へ医師が記入しており、伝票を基にして手術室 手術申し込み伝票への氏名の記入をエンボスを印刷することとなった。手術申し込み伝票の改
13351
看護師が気づき医師に報告する。
看護師が麻酔伝票へ氏名等記入してをいる。伝票のみの情報を記載する為と考えられる。
善。
麻酔導入中のマスク換気時、エアーウェイを挿入したとき、右下第３・４歯が取れた。挿管の困難
術前に歯科コンサルトできる体制がなかった。入院前の患者に歯の管理の説明。（全身麻酔や化
歯科へのコンサルト体制。
13352
は軽度あった。歯のぐらつきも術前から、分かっていた。抜けた歯は口腔内ですぐ取り除いた。
学療法等の治療が前もって分かっているとき）
13353 麻酔方法変更が、担当麻酔医に伝わらず、全身麻酔の準備がなされた。
コミュニケーションの不足
予定麻酔方法が異なった場合、連絡、確認の徹底
麻薬（ヂュロテップパッチ）使用中で傾眠傾向であった。患者は頚椎転移もあり右上下肢のしびれ
ベッド柵は左右の上半身側のみの設置としていた。傾眠傾向であるため、自分自身で動くなど危
病態・薬物の影響含め対象把握につとめ、危険予知をはじめとしたリスク感性を磨く必要性があ
13354
があり、ベッドサイドに座り込んでいるところを発見する。外傷はなし。
険行動についてスタッフ間で予測できていなかった。
る。スタッフ間でカンファレンスを行い検討する。
麻薬が増量になったことを引き継ぎされたが与薬時には返納する薬袋の入っていた以前のものを
確認不足
確認のルールを守る
13355
使用した．先輩看護師に指摘され１時間後に追加分を与薬した
13356 麻薬のアンプルを破棄してしまい、次の勤務帯のリーダーが発見。
無意識に捨ててしまった。業務の不十分さに気づいていない、知識不足。
麻薬取り扱いの教育と処理の徹底。
13357 麻薬の過量投与
業務手順、チェックの問題
薬剤についての教育、業務体制の確認
511

具体的内容
背景・要因
麻薬を微量注入器で持続皮下中入していたが、終了し新たな製剤を作成後不潔なキャップをして
新人等の院内事故防止教育の問題点
13358
しまった
麻薬使用後の注射器を薬局に返さず、そのまま破棄した。
土曜日でスタッフが少なく、担当者が他の患者家族の対応に追われ、他のスタッフが実施したた
13359
め。
麻薬貼付剤のデュロテップパッチの交換日だったが、情報収集の不足で、与薬日だと気付かず
カルテからの情報収集不足。
13360 に、交換しなかった。
13361
13362

13363

13364
13365

13366

13367

13368
13369
13370

麻薬内服を１Ｊ２０ｍｇのところ、１０ｍｇと思い倍量投与した
ｍｇの確認不足
麻薬変更指示と下剤（頓用）変更指示がともに出た。麻薬変更の指示のみうけ、下剤の処理をし 確認不足
なかった。勤務を引き継し、準夜勤務で分かった。
麻痺も無く、意思伝達も出来、言語も普通で（健忘症はあり）歩行器にて移動する入院患者。 → ベッドから出ていたコードを片付けていなかった。職員の目が患者に行き届いていなかった。
夕食が終わり、職員が食器を片付けていると音がした。 →振り向くと患者が右下側臥位で倒れて
いた。隣に歩行器も倒れていた。 →声掛けをすると唇の辺りをぶつけたとの事であった。 →体
を起こし食堂の椅子に座らせた。→口腔内に出血していた。 →右膝の疼痛も訴えた。→看護師
に報告。創傷処置（止血と湿布）を行なった。 →床に別の患者のベッドから出ているコードがあっ
た。 →患者はビックリした様子であったが声掛けにはきちんと答えていた。→床のコードははずし
た。 →止血後、患者は自分で移動した。 →患者に“調子が悪くなったら言って下さい。”と声掛け
をした。
麻痺患者が自分で勝手に床に座っていたが、外傷等はなかった。
ベッド柵をはずし、追跡装置をはずし、下におりた。２回目。
毎回看護師与薬を行うようにしていた患者の、昼食後の薬を配りに行ったところオーバーテーブル 確認不足。
の上に朝の分の薬が残っていた。
毎回渡しの内服セット時に、同職種者が内服薬の残数が少ないことに気付く。セット時の袋を確認 薬袋に記載されている用法・用量をそのまま活用し、誰が見てもわかるよう統一するべきであっ
すると、「朝・夕食後１回１錠」と書かれている下に、手書きで「薬名」と「２錠」とかかれており、セッ た。また処方せんと指示録にあるオーダーとをもって確認し、セットすることとし、セット時にも１錠
ト時１錠ではなく２錠を毎回セットし内服させていたことが判明。手書きで書かれていた「２錠」は、 ではなく、なぜ２錠も内服するのかという点に疑問を持ち、処方せん等を再確認する必要があっ
「１日朝・夕で２錠」という意味で書かれていたものだったが、１回２錠であると思い込み、２錠ずつ た。
朝・夕でセットされ、倍量内服されていた。主治医・師長に報告。経過観察となり、不足分を追加処
方することとなった。
毎回投薬の患者。朝からの配薬時に１日分と思い込み１日分を本人に渡す。配薬後の配薬チェッ 確認不足。患者の内服方法の把握不足。
ク用紙へサインをする時、毎回投薬であった事に気付くが、本日で転院であり昼分までの内服セッ
トであったため、後で内服確認のみすることにした。その後、薬剤師が訪室時に患者が朝と昼の分
を間違って内服している事に気付く。
毎回投薬の患者様。夕食後与薬し投薬ボックス整理時、朝食後薬が配られていない事に気付く。 確認不足。
（毎回投薬ボックスに残ったままの状態であった。）
毎回投薬処理時、Ａ患者の薬袋の中にＢ患者の薬袋が入っていた。Ｐｔに投薬される前に気付く。 処方され、上がってきてからの処理時、Ｎｓが各Ｐｔごとに１袋にまとめるところを、他患のものが一
緒になった。声を出しての確認不足。２人でＷチェックしているが、２人で最後までしっかり見て、
声で確認していない。
毎回与薬のビソルボン3錠/分3を深夜で朝に与薬するところ袋から出すのを忘れた、日勤者が8 全部ビニール袋から取り出して確認するのを怠った。
時30分ごろ昼の薬を準備していて残っているのを見つけて与薬した。
毎週１回で内服しているリウマトレックスの内服が処方されておらず、１ヶ月内服していない状態で 主治医ではなく、回診の医師が処方をしていた。看護師がカルテと処方オーダーの確認が出来て
あった。
いない。 患者様自身が、どんな内服をしているか理解できていない。

改善策
他の業務で注射器に同様にキャップをしていたことがあり、廃止し清潔、不潔の指導を再指導
一連の作業は必ず、一人のスタッフが行う。
３日に１回の交換日をしっかり把握しておく必要があったと思われる。意識レベルもクリアな患者で
あったので、コミニケーションをしっかりしていれば、患者からの情報がとれていたのではないか。
麻薬手順の遵守の再強化
指示受け確認徹底
床にはコードなどつまずくような物は置かない。最近何度も転倒している患者である。自分が転倒
した事をすぐ忘れてしまうので注意しても忘れてしまう。家族にはその都度伝えているが、“しょう
がないです。迷惑をおかけしてすみません。”との事であった。

安静度に従った患者への指導。ベッド柵の工夫、家族への協力。
毎回看護師が与薬している患者は、配薬時に内服してもらう。また、それが出来なかった場合は
「配薬後必ず内服しているかを」配薬した看護師が必ず確認する。
カルテのオーダー、処方せんを確認し、内服をしていただくのが基本であるが、２錠と思い込んだ
ときの業務の状態はどうであったかを把握し、与薬は基本的な業務であるため、チーム全員でダ
ブルチェック機構の方策を考えていくようにも指導した。具体的には、処方せんを患者ボックスに
入れ、当日の受け持ち看護師が確認する。（処方の内容）。問題のある患者はチーム全員で受け
持つことにしていたが、担当看護師を決定する。定期の処方が少なく、定期から定期への処理の
方法について、プリセプターよりの確認をして、業務の達成度を共有する。
配薬方法を区別する。（配薬時に１日投薬か、毎回投薬かが分りやすい様に区別しておく）毎回投
薬か１日投薬をケア計画表にも記入する。
投薬ボックスからの準備時、配薬後の整理時に全ての棚を空けて確認する。
何事も、声を出しＷチェック
ホッチキスで朝昼夕の薬につける。

医師へ処方した後に確認を行うよう伝える。患者様に自分自身がどのような内服薬を飲んでいる
のか理解していただけるように、内服指導などを行う。看護師も患者様がどのような内服をしてい
るのかを理解し、前の処方箋は捨てずに残しておくようにする。
毎週末（金曜日）、受付事務員がリハビリ訓練記録を各病棟用の運搬袋に分別し、病棟に届け内 週末は退院患者が多く、事務業務が繁雑な上、11病棟中10病棟にリハビリ施行患者がおり、分別 事務員が各病棟ごとに分別したあと、係長が再度確認し病棟に届けている。
容を閲覧してもらっている。月曜日の朝、2病棟から届けられた訓練記録が別の病棟のものだった する訓練記録が多い。この作業を1人で行っていたため、分別に間違いがないかどうかの確認に
13372
と報告があり返却された。訓練記録が2病棟の間で間違って運搬袋に入れられていたことが判明 見落しがあった。
した。
毎食後内服中のザイロリック・セルベックスを、明日からの分で補充されていた薬袋と、元々内服 患者への説明不足
内服補充時は古い薬袋は破棄し、重複して薬袋が渡されないようにする。患者には、用量・用法
していた薬袋とが重複して渡されていたため、昼食後に重複して内服してしまった、と夕食後薬内
のみでなく、薬剤の種類も確認しながら内服するよう自己管理指導していく。
13373
服確認時に本人より報告受ける。当直医に報告し、すでに夕食後薬は内服していたため本日は様
子観察とし、明日から指示通り内服していくこととなる。患者に変化は特に認められなかった。
毎食前ＢＳチェックのある外出患者が帰院する。アミノプラスジュース飲用後ＢＳチェックに気づく。 ＩＶＨをヘパロックし外出した患者でＩＶＨは再開したが、ＢＳチェックに気がまわらなかった。
ＩＶＨとＢＳチェックの用紙をセットにして置くようにする。
13374
すぐ測定するとＢＳ２８６でスケールでインシュリンあるため、医師に指示を受け処置する。
毎食前ＢＳチェックの指示のある患者さまの朝食前のＢＳチェックを忘れる。申し送りが終了してか 患者様から配膳をしたときもＢＳチェックをしていないと言われなかったので、実施していると思い 申し送り用紙にＢＳチェックを記載する。看護師同士でＢＳチェックが済んでいるか声かけをし確認
13375
ら、ＢＳチェック用紙が置かれたままであった。
こんだ。
する。
毎食前インスリンスケール実施中である患者の、昼食前スケールを実施しなかった事に、食後１ 患者は定期インスリンスケールを実施していた。当日も訪室時に、処置時間を伝えてあったが、患 実施の有無について、ワークシートのチェック確認を徹底する。
時間後、気付いた。その時点でインスリンスケールを実施した。主治医不在の為、代行医師に報 者自身、忘れていた。また、ワークシートでチェックしていたが、そのチェックを漏らした。
13376
告し、インスリン量を決定した。その後の患者への血糖変動の影響は生じなかった。主治医には
翌日報告した。
毎食前に血糖チェックをしている患者様だったが、昼食前のチェックを忘れて実施しなかった。気 慣れによる確認不足。
Ｄｘチェック表を確認する週間をつける。他のスタッフにも声をかけて連携をとる。
13377
付いた時点（１４時）に実施した。
毎食前に血糖測定指示が出されていたが測定し忘れていた。準夜看護師に指摘され、気付いた。 ・不注意 ・患者の状態把握不足 ・不適切な管理
ワークシートのオーダー入力されていない指示の書き移しもれがないかチェックする。
13378
患者に著変はなし。主治医に報告し、様子観察となった。
毎食前の血糖検査の指示で、夕食前の血糖測定を行わなかった。指示伝票の見落としで出来な 一人一人の指示票をよく確認しなかった結果、見落としてしまった。
各自が指示伝票を所定の場所に、必ず収容することを徹底し、それぞれ担当患者の指示確認を
13379
かった。
行う時も、一枚一枚指示票をよく確認する。
毎食前血糖チェックあり。昼食前の血糖チェック忘れ、昼食後本人より血糖チェックの件質問あり。
報告ミス
自分のメモには書いていたが忘れてしまい、このことを次に忘れず患者優先度を考え援助してい
13380
く。
13381 毎食前血糖チェックだったが、処置版より指示漏れで施行できず。
確認ミス
処置版のみならずメンバーでもカーデックスから指示を拾う
13382 毎食前血糖検査を行っていたが、昼食測定を忘れて行わなかった。
うっかりミス
確認をしっかり行う
13383 毎食前血糖測定し、夕食前インスリン補正が必要であったが指示の確認を忘れた。
まとめて同時刻に処置をしようと思い忘れてしまった。
一つひとつ確実に確認して実施する。
毎朝日課としているラジオ体操の準備運動の際、後ろに反り返りそのまま臀部を打撲する。左臀 昨晩、不眠がちであったため、眠剤を与薬した事も原因として考えられる。
眠剤を使用した時には行動に気配りが必要である。
13384
部痛を訴えるも歩行に障害はなく、発赤、腫脹も見られなかった。
毎朝服用する内服薬がなくなったと患者さんが行ってこられ確認したところ、数が不足し多く内服さ 分２後、分３後の内服薬は間違わずに飲まれていた。自己管理者の内服薬についての管理・確認 自己管理者の確認方法として週半ばで正しく服薬されているかどうか確認する。
13385
れていたことがわかった。
システムはない。
毎日 清拭後フランドルテープを貼付しておくことになっていたが、貼付するのを忘れてしまった。 処置用のワークシート記入されていたにもかかわらず、確認を十分に行わなかった。清拭を行っ ワークシートを必ず確認をする。看護助手へ確実に情報を伝達する。誰がいつ貼付するのかなど
13386 翌日交換の際他の看護師が気がついた。
たのは看護助手で看護助手と看護師の連携がはかれていなかった。誰が貼付するのか明確では 明確に病棟内で業務手順の見直しを行う。
なかった。
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具体的内容
背景・要因
改善策
毎日インシュリンの自己施注をしている患者である。 夕食前にノボラピッド注300フレックスペン6 ・8月3日からインシュリン量の変更があり、朝6単位→8単位、昼6単位→8単位、夕は指示変わら ・再度患者に変更単位を説明した。 ・目で見てわかるように、ベットサイドにインシュリン量を書い
単位の指示であったが、患者は8単位を施注してしまった。
ず6単位の指示があった。しかし、事例発生後、患者より「ずっと8単位打ったらいいのかと思った」 た紙を掲示した。
との言葉あり、混乱したと考えられる。 ・自己血糖測定、自己施注はできるが、76歳と高齢であ
る。 ・日によって血糖測定の時間が異なり（医師指示）、発生日は10時、14時、20時に測定の日
だったため、測定時に声をかける行為が出来なかった。 ・自己施注時に立ち会うことが出来な
かった。
毎日強ミノの静注にきている患者さん。診察があるため予約の１週間前に採血を行ったが、いつも 複数の仕事を同時にしていた。スタッフが少なかった。
採血伝票を作成し必ずカルテにはさみ、再確認してから、提出するようにする。
と違う項目が出ていた。これはどう言うことか？といわれカルテを確認した。すると４・２６・６３・ＡＦ
Ｐ定量の指示が２６と６で採血してた事がわかった。今までも何度かミスが続きカルテ表紙に項目
を記入し、依頼箋も○をつけて入ってあった。採血したＮＳが見間違いをしたようであった。
毎日昼食の介助に来られる嫁さんが、食後の薬が見当たらないとナースセンターへ来られた。シ 家人の理解度・家人の理解度不足
理解力の低い患者には、薬剤師が定期的に家人とコンタクトを取るようにし、現状を説明する。訪
グマート１錠であることを説明し渡す。部屋に戻ると配薬してあったものを見つけられ、２錠にして
室してシートを確認した後与薬する。
服用された。
毎夕食後、牛乳の配膳患者様の分を忘れる。
思いこみ
配膳車の出発前点検時に必ずチェックする
枕が落ちたので取ろうとしてベッドから転落した。他の人の点滴を終えて訪室して気づいた。
深夜勤務からの患者情報の確認が不十分。ベッド柵のやり方がまづかった。
各勤務帯の申し送り（患者情報）の確認。安全器具の効果的な使い方の徹底。
末期の患者さんが夜間、自分でポータブルトイレに行く時に転倒して、しりもちを着いたと思われ 末期の患者さん、体力低下著しく座位保持ほぼ不可能。精神薬内服し入眠していた。転倒・転落 頻回の訪室を心がける
る。（看護師が発見）
アセスメントシート?／?段階。
末血と生化の検査の指示で、生化の分の採血を忘れてしまった。
伝票確認不足。
ダブルチェックの徹底。
末血の検体量が少ないものをオートで測定し、不完全吸引してしまった。結果、検体量もなくなって 検体量を確認しなかった。
適切な分析を行う為の条件を満たしているか、初歩的な観察力を常に身につける。
しまい、また、検体に濃度差が生じ、偽低地になってしまった。
末血の指示であったが、末血の分と生化の分と、多く採血してしまった。
伝票確認不足。
ダブルチェックの徹底。
末梢よりVeenD500ｍｌ24時間持続投与中。末梢ルートの確保困難のため、18時よりIVH挿入となっ ・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。 ・業務、労働体制上の問題点。
・輸液伝票の確認と指示の把握。
た。挿入後輸液速度を調整した際、ヘパリンロック可と思い込み、速度を速めた。21：30輸液終了
の際、24時間持続指示であることに気がついた。
末梢より持続点滴をしている患者様。輸液ポンプ使用し、オリベスクＫを６ｍｌ／ｈで滴下していた。 長時間輸液ポンプ内でチューブの位置が変わらず、１箇所に圧が集中してルートが折れた。古い 点滴を更新する時には、輸液ポンプからチューブをはずしセットしなおす。古いタイプの輸液ポンプ
１８時に残量をチェックし、２４時に残量をチェックしたところ、輸液が減っていないことに気付く。輸 タイプの輸液ポンプでアラームが鳴らないタイプだった。積算量のチェックをしていなかった。
を使用中止にする。ルートチェック表に積算量を追加する。
液ポンプを確認すると、ポンプ内のチューブに折れ目がくっきり付いていた。医師に報告し、点滴
セットを交換し、オリベスクＫを再開した。患者様はモニター上異常なかった。
末梢ラインから点滴ポンプにて時間60ｍｌ/ｈで補液していた。輸液完了でポンプのアラームなった ポンプ使用時にも、きちんと補液が注入されているか補液残量確認しないといけなかったのに、ポ ポンプはずして、自然滴下とした。マニュアルどうりに、ポンプ使用時にも、残量確認していく事を
が、終了しているはずの補液が400ｍｌ残っており、100ｍｌしか注入されていなかった。ライン確認 ンプの作動状況のみ確認していたため、発見が遅れてしまった。
てっていしていく。
のためドアオープンすると、点滴ラインが飛び出しはずれ、ラインの一部が圧迫されたように潰れ
ていた。
末梢ラインとCVラインからアルブミナーが５ｍｌ/ｈで入っていた。朝10時にDrが指示を出され、アル 点滴の内容が変更されたことは頭にあったが、忘れていたのではなく、すぐに変える必要性を理 患児のデータを把握できており、かつ、それが治療上どのようにされるべきかを考える知識があれ
ブミナーから5％G（流速は同じ）へ変更の指示があった。アルブミナーの残量が共に少なかったた 解できておらず、アルブミナーの残量が残りわずかであったので、それを入れきってしまおうと自 ば、指示書を見た時点で気付けたと思う。また、Drとのコミュニケーションでは、指示書に書かれた
め、現シリンジがなくなったら5％Gへ変更していこうと考えていた。11時には末梢ラインのアルブミ 分で間違った解釈をしてしまった。また、医師とのコミュニケーションがうまくできていなかった。
ことはすぐに実行するが、判断に困ったら、必ずDrに確認を取り、医師と看護師間での連携を確実
ナーは終了して、5％Gへ変更した。昼にDrが様子を見に来られた際、CVの点滴の内容がアルブミ
に行っていく必要がある。
ナーのままであることにDrが気付き、指摘を受けた。Drは指示書を記入した時点から点滴内容を
変更してほしかったとのことであった。患児のその日の血液データでは、総蛋白7g/dl台、ナトリウ
ム値150mEq/l台と上昇していたことから、点滴の内容をすぐに変えていく必要があったとDrからコ
メントを受けた。CVラインのアルブミナーは12時すぎの交換予定であった。Drの指摘を受けるまで
の3時間ほどの間、13mlのアルブミナーが注入された。翌日の血液データでは、総蛋白・ナトリウ
ム値は共に下降されてはいたが、患児にとって、治療上不利益が生じたと思われる。医師からは、
朝のオーダーが出た際に、「今日からは5％Gに変更になる」と聞いていた。
末梢ラインを確認する為挿入部を見ると、針が自然抜去されていた。
両親の面会中だったため、遠くから観察していた為じっくり細かい観察は出来なかった。
面会中であっても、必要な看護業務は遂行するべきであった。 挿入部はテープで覆われていた
為、目で見ての観察が出来なかったが、確認できる方法で行うべきであった。
末梢ラインを自己抜去されてしまった。意識清明であったが、患者様自身が、点滴は必要ないと判 観察不足・説明不足
意識状態が改善するにつれてストレスが増大することを考えて精神的慰安が図れるように援助す
断し末梢ラインを抜去したと言われた。
る。ラインの必要性を説明する。
末梢ルートの3方活栓が柵にひっかかって接続が外れた。
家族への指導不足。3方活栓の使用。
家族への指導
末梢ルートより輸血施行中、自力にてポータートイレに移動し点滴ルートがはずれた。周囲血液汚 ベッド棚に固定の点滴台であり移動の範囲の制限があった。入院直後でナースコールの説明不 移動式の点滴台に変えた。ポータブルトイレまで移動可能なルートの長さをとった。看護師を呼ぶ
染あるもルート接続にて再開始す。
足とＰＴの理解不足。
よう指導した。
末梢持続点滴を行っていて、メインが終わり、次をつなぎ替えるとき、ソルラクトの中に
注射箋を確認せず、シールのみ見て、パっとしか確認しなかった。
マニュアルどうり、注射箋を確認して患者様に施行する。
Nacl10%20ccを混注しなければならないのに、混注せずにそのままつないでしまった。他の看護師
が残っていることに気付き、間違えに気付いた。すぐにソルラクト内に混注した。すでに、60mlほ
ど、ソルラクトは、点滴されていた。
末梢静脈の点滴ラインが外れ、薬液が漏れていた。
不穏により危険行動が見られる患者さんの為、寝ている所を起こしてはいけないと思い、ラインの 寝ているから安全という考えではなく、不穏がある人ほど点滴接続部などラインの管理を十分に
コネクターのゆるみまで確認を怠ってしまった事が原因。
確認する必要がある。 起こさなくても確認出来るよう、対応していく。
末梢静脈より持続点滴中の患者さまを訪室中、Ｊループのネジ式のコネクターがはずれ少量の逆 ネジ式のロックコネクターが体動や引っ張りなどによってゆるみ、はずれたと考えられる。
・Ｊループのコネクタが外れることを共通認識した。 ・一体型のようにみえるラインでも、接続がは
血がみられた。
ずれるのかそうでないのか事前に確認しておく。 ・ルート確認時はコネクターのゆるみに関しても
確認を行っていく。 ・回転の力が掛かりにくくするため持続点滴中のＪループを必要時包帯で保
護する。
末梢静脈ライン（インサイト）の抜針を防ぐために、インサイトの上から弾力包帯を巻いて保護して 患者さんの精神状態の把握が不十分であった。
患者状況の観察を密にする。 インサイトの留置がむりならば、その都度針を刺すことも検討要
いたが、ＡＭ3時に廊下を這っている患者さんを発見したところ、包帯はなく、インサイトは抜かれて
す。
いた。問うと、｢先生が抜いた｣と。
末梢静脈ラインが抜けているのを発見。
ラインの固定・保護はしてあり、患者は抜いていないという。無意識に患者の手がかかってしまい さらにしっかりテープと包帯で保護し、頻回にラインチェック。
抜けたと考えられる。
末梢静脈ラインを歯でかみきった
不可抗力
看護の眼に届く場所に移動
末梢静脈ラインを持続で行っている患児の刺入部の観察が不十分であったため、点滴漏れの発 当事者の確認・観察が不十分 固定テープが児の腕に対して太かったので前腕の大部分がテー 確認・観察をしっかり行う。 固定のテープは児のサイズに合った幅で使用する。
見が遅れ、次の勤務者に指摘を受けた。ポンプが接続されていたが、自分の勤務始まりには自然 プで隠れてしまっていて観察しにくい状態であった。
落下をしており、その後は観察不十分で発見が送れ肘のあたりまで腫脹させてしまった。
末梢静脈ラインを自己抜去され、ベッドに放置されていた。
不穏状態が続いていたのを知っていながら、その患者のベッドに対して、背中を向けて他の患者 観察の必要な患者の場合で、離れなければならない時、他のスタッフとの協力体制を検討する。
の記録していた為、観察出来ていなかった。
末梢静脈ラインを自己抜去して廊下に立っている所を発見した。
観察不足 清拭後体幹抑制を忘れた。
抑制が必要な患者様には忘れないように行う。傍で観察できない時は特に注意する。
末梢静脈ラインを自己抜去し廊下を歩いている所を発見した。
観察不足
挿入部の固定をしっかり行う。頻回に訪床し観察する。必要時は抑制を行う。
末梢静脈ラインを縛る行為があり、ミトンをはめた。２時の巡回時は眠っていたが３時に巡回する 観察不足
抑制の必要な患者様は効果的に行う。
と、点滴保護の包帯を解こうとしており、良く見るとラインは切断されて点滴スタンドに縛ってあっ
た。
末梢静脈ラインを包帯にて固定していたが、包帯を除去して抜いてしまっていた。
観察不足
ミトンを装着する。
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具体的内容
末梢静脈ラインを留置し抗生剤を投与中、患者が自己抜去していた。
13416

背景・要因
痴呆、健忘のある患者でライン挿入困難であった為、手背に挿入した。ライン抜去リスクの高い患
者であったが、固定しやすい部位かどうかに付いては選択で似なかった。
13417 末梢静脈ライン入れるべき薬剤を誤って動脈ラインに注入した。
静脈注射すべきルートがつまっていて他ルートに変更。口頭での指示また、急いでいたため。
13418 末梢静脈留置針を自己抜去して廊下を歩いているのを発見した。
観察不足
13419 末梢点滴ラインを自己抜去した。
観察不足
13420 末梢点滴ラインを自己抜針し、トイレにいる所を発見した。医師に報告し経過観察した。
観察不足
末梢点滴ルートの延長チューブと三方活栓の接続部が外れ逆流。ルート内逆流があると家族より 訪室時ルート・三方活栓等の観察を怠る。両下肢にルート確保してあり体位変換でルートが下に
13421 報告あり。患者の肩の下で接続部が外れていた。ルート内凝血していたため抜針。主治医に報
なりやすい。点滴ルートが短い
告。
慢性呼吸不全・肺気腫にて挿管・人工呼吸器使用中、日頃より覚醒し挿管チューブに手をやった 日頃より興奮状態でDrよりセデーションUPの指示を受けていたが効果が少なかった。Drの指示で
13422 りしていた為、両手抑制していた。23：10頃アラームが鳴り訪室すると左手を抑制帯から抜き挿管 昼間は量は少なく、夜は多くして眠らせての指示だが、その日その日で状態が違いセデーション
チューブを自己抜去していた。
量のコントロールが難しかった。Drとのコンタクト不足（状態報告し量のコントロールを適切に）
慢性呼吸不全でCO2ナルコーシス状態にてニップネーザル酸素4ｌで使用中の男性。２２時頃より 家族に付き添いを頼んだが、家族は自分たちではどうにも出来ないとその場を離れラウンジに
起き上がって大声を出したり不隠行動があった為、睡眠剤を使用し家族に付き添いを依頼した。 行っていた。十分な説明が必要だった。入眠するまでそばを離れないようにするべきだった。ベッド
13423
１：５０頃「おーい」と言う声がしたので訪室すると、窓横にパイプいすを置きNipを外して窓を全開 柵の固定・抑制不足 長期臥床の患者は起き上がれないだろうとの思い込みがあった。
にし、上半身を乗り出し飛び降りようといていた所を発見する。
慢性硬膜下血腫術後、末梢より点滴ヴィーンＦが８0ml/hの指示で、成人用ルートにて滴下されて 観察不足・確認不足
13424 いたが、１８時に点滴を付け替え、速度調整したつもりが急落下されており、夜勤務者への申し送
り時に発見される。3時間で４５０ml入ってしまった。
慢性糸球体腎炎で腎生検3日目の患者。深夜帯で採血を施行。そのスピッツは24時間ｃｃｒのス
深夜帯で採血スピッツを確認した際、24時間ｃｃｒと記載されていたため、カルテを確認したが、カ
13425 ピッツであるとその日の日勤帯で発見される。
ルテには検査の指示が書いてなかった。PCで確認すると、採血と採尿の指示が入力してあった。
採血は今日行うものだと思い込んでしまった。
慢性腎不全による透析患者。病院・病棟・主治医の許可なく無断で外出。病棟と院内を探している 患者様に説明不足による理解が得られなかったことにより発生。
13426 最中に帰院する。問うと忘れ物をとりに車で家に帰っていたと言う。貧血がすすんで一人での、ま
して車での外出は危険であると再度説明指導する。
13427 慢性腎不全の患者で朝、夕、ラシックス静注の指示であったが朝分を施行し忘れた。
十分なカルテの確認ができていなかった。
未開封のままフルカリックを点滴投与した。
家族に在宅指導中であり、いつもの準備と異なり敢えて未開封状態にしてあったことが確実に引
13428
き継がれていなかった。
未成年の患者様の手術の際、手術説明書には家人の署名・捺印はされていたが、承諾書には医 患者様が外来での説明の日に来院せず、当日医師だけの立会いの下説明を行い、時間も迫って
13429 師の説明のみで患者・家族の署名、捺印、立合い看護師の署名がないことを発見した。患者様に おり慌ててオペ出しを行った。医師が説明書以外に承諾書にも署名がいることを知らなかった。
事情を説明しその場で署名・捺印してもらい手術を行った。
未滅菌のコンテナが滅菌済みの棚に混じって収納されていた。未滅菌と気づかないまま手術準備 ・中央材料室と手術室をつなぐリフトの周辺に滅菌済みと未滅菌のコンテナが混在し、未確認のま
をして器械出し介助を行った。翌日使用後のコンテナに残っていたインジケーターが未滅菌である ま収納 されていた ・滅菌完了のマークの確認を収納時、手術室準備、器械準備のいずれにも
13430 ことに他のスタッフが気づいた。通常、使用後の器械はウォッシャーステライザーで滅菌し乾燥、 行われていなかった
セット組、コンテナ作成、再び滅菌という工程を経るが今回の事例は、コンテナ作成した時点のも
のを使用した
未滅菌物がクリーンホールにあった。
中材の看護師が不潔のダムエーターで、未滅菌の器械をパックしてＯＰ室にあげた。未滅菌との
13431
表示の有無は不明。
密封療法をしている患者で、テープを除去してから、洗浄するが、テープの除去ができていなかっ
観察不足、新しい治療法なので,手順の確認ができていない。
13432
た。一度部屋に戻りその後気づき再度洗浄の場所にいった。
密封療法をしている患者で、テープを除去してから、洗浄するが、テープの除去ができていなかっ 観察不足
13433
た。次のテープを貼ろうとして気づく。
眠れないと訴えあり、睡眠薬投与し入眠された。Ｎ－Ｃありてトイレに行き排尿し、自室に戻る。再 患者の理解不足
び、転倒予防対策として、ベット柵4本、うーご君をスリッパにつけて、Ｎ－Ｃを手元において、部屋
13434
を出た。まもなく、廊下で、物音がして、倒れかかっている患者さんを発見。スリッパのうーご君は
スイッチがＯＦＦとなっており、ベット柵は立てかけてあった。幸い、打撲等はなし
眠剤（ハルシオン0.25mg）を２錠投与してしまった。前回処方では0.125mgを２錠わたしていたため ハルシオンは規格により色分けされているが、パッケージかだ出して１錠づづビニール包装されて
13435 14日の処方で0.25mgで処方されているのに気がつかなかった。１錠が0.125だと思い込んでいた。 いたため気がつきにくかった。薬袋にも特に注意書きされていず気がつかなかった。夜勤帯で忙し
く前回と同様だと思い込んでいた。
13436 眠剤が１包のみ入っていなかった。
１包の薬包に入っている錠剤の数が多かったのを見落とした。
13437 眠剤が見当たらなかったため、箱の中を確認すると、別の曜日に入っていた。
薬が何日分処方されているか確認してから箱にセットすべきだった。
眠剤のロヒプノールを患者に渡したが、患者が飲んでいなかった。内服確認中で、他の薬剤はの 患者への指導不足
13438
んでいたが、ロヒプノールだけのんでいなかった。
眠剤の時間に起きて来られない為、他の病棟患者様の与薬が終了した後、起こしに行った。私が 追いかけたが間にあわず、衝突を防ぐことができなかった。
コップに水を入れようとしたら、自分で行くとおっしゃり患者様が小走りで流しへ向かった。私が後
13439
を追いかけたが間にあわず、患者様が流しの縁にお腹ごとぶつかった。転倒の危険を感じたので
ベットに連れて行き、目が覚めるのを待った。
眠剤の薬袋に就寝前３０分と記入するところ、朝食後と記入してしまった。渡薬前に気付き、訂正 通常混まない曜日なので、１名有給休暇をとっていたが、その日に限って外来が非常に多かっ
13440
して渡した。
た。
眠剤を配薬する際、マイスリー１錠、スローハイム２錠のところマイスリー２錠、スローハイム１錠と 患者様と確認するときには、薬の色だけでなく処方箋を確認した上で、薬品名を言い確認する必
13441 間違い与薬してしまった。患者様と確認はしたが、処方箋の確認はしていなかった。また、患者様 要がある。
とは、ピンクが２錠、白が１錠と薬の色だけの確認であった。
眠剤を配薬する際、患者の家族が薬をもらいに来たので、薬箱の中の「不眠時」の薬を渡してし 患者が普段何を服用しているのか、把握していなかった。薬箱だけ見て、チャートの薬の欄を見て
まった。渡す前にリーダーに声をかけたが、具体的なことを言わなかったので、そのまま内服して いなかった。リーダーへの確認が不十分であった。
13442
しまった。つまり、リーダーが薬を配っていたのに、その事に気付かず、家族が取りに来た為、重
複して服用させてしまった。当直医に報告し指示を受けた。患者に異常はなかった。
13443 眠剤を配薬時、横に置いてあった他患者の薬をその患者様のだと思い込み服薬させてしまった。 スタッフの思い込みで確認が出来ていなかった。
眠剤使用し熟睡していたが、ベッド柵を外し床に座っている所を発見する。左眼周囲内出血あり、 トイレ、または車椅子に移ろうとした模様。
13444
腫脹あり。バイタル異常なし、主治医報告し様子観察の指示
眠剤追加服用後、入眠していたが1時間後に訪室するとベッドの下に仰臥位になっていた。トイレ 眠剤の増量で動きが緩慢になっていることを予測した観察が不足していた。患者に副作用につい
13445
に行こうとしたが倒れてしまったと話される。
て説明しナースコールの指導をしていなかった。
眠剤内服されており、ふらつきが強く、夜間何度も覚醒し自己にてフラフラと歩いており、理解力が 自己にて動いてしまう患者様であるのに、目を離した。
なく辻褄の合わないことをおっしゃっていたので、転倒の危険が高いと思い、朝、車椅子に移乗し
13446
てもらい見守っていた。食事を配膳する時間になり、入眠されていたのでしばらく席を外し配膳して
いたら、自己にて車椅子から移動したようで、床に転んでいた。
13447 眠剤内服後トイレ歩行時尻餅をついて転倒。
業務手順、チェック体制の問題
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改善策
抗生剤を点滴から、内服へ代られるか医師と検討。
各ルートの色分け等の工夫が必要
危険行動がある時は抑制をさせて頂く。
危険行動があったら抑制させて頂く。
頻回に訪床し観察する。
訪室時の観察・確認
・訪室毎に抑制帯の点検 ・診療方針等をDrと再三コンタクトをとる
患者の訴えを良く聞き不隠がおさまるまで誰か一人そばに付き添う。消灯後の窓の鍵は徹底して
閉めブラインドを降ろす事を継続する。両上肢の抑制の考慮。
診察や看護のプロセス(患者評価、確認徹底、標準化、単純化、チームワークなど管理)の強化
・24時間ｃｃｒのラベルは前日のものを施行する。 ・施行前、ラベルの日付けを再確認する。
患者様及び家族様に繰り返し説明を行う。看護師だけでなく医師からも説明を行う。
カルテの確認を十分に行う。
パックが未開封状態であることを明示しておく。
説明書と承諾書が違うものであることを再度認識する。時間が迫っていても確実にマニュアルどお
り確認作業を行う。承諾書のサイン忘れのミスが多くみられたため、説明書と承諾書の書式を改
定するよう検討中。
滅菌、未滅菌の混在防止。未滅菌の置き場所を設定し、中央材料室から返った滅菌済みのコンテ
ナは速やかに器材室に収納する。リフト前での滅菌コンテナと未滅菌コンテナの距離を離す。滅
菌確認箇所の増加。インジケーター、滅菌テープをコンテナのふた（上）に貼り、さらにコンテナの
中にも入れる。１ヶ所から３ヶ所に増やす。各業務での確認の徹底。
開封時、クリンホールに物品を入れる時には、必ず滅菌の確認をする。
テープ場所に目印をつける、手順を周知する。
目印をつける、新しい方法なので周知させる。
うーご君や離床センサーマットによる対策の強化

規格が複数ある薬品については、一目でわかるような表示を薬剤部にお願いしたい。また、メー
カーの包装をそのまま使用するようにお願いしたい。
数の確認をしっかりする。
薬に関してのヒヤリハットが多数あがっている。病棟カンファレンスを行い、改善案を検討する。
患者指導の見直し
２１時頃には入眠されていることが多いため内服の検討をする。

薬袋にも、調剤と同様に、記入した者以外がチェックする。
患者様が薬品名が分からなくても、処方箋と確認し与薬する必要がある。薬袋に必ず処方箋を入
れる。
処置者はリーダーに「何の薬を服用させつべきか」をきちんと確認した上で投与するべきである。
出来るだけリーダーに患者の訴えを伝え、リーダーに投与してもらうよう指導した。
３回確認の徹底。
センサーマットを使用していく。日中は家族の付き添い、夜間は訪室を多くしていく。
訪室を30分毎に行い観察する。患者に薬の説明をしナースコールの指導をする。
他の看護師に協力を求め、自分が見てられないときは依頼する。

離床センサーを着ける
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具体的内容
眠剤服用されるが入眠されないため車椅子にてナースステーションで観察中だった。他にも同じよ
うな患者様が居られ、その方の処置をしている時自分で立ち上がり、転倒される。安全ベルトをし
ていなかった
眠剤服用して入眠され、その後ベットの下へ転倒していた。異常なし。
眠剤服用後なかなか入眠されず１：４５セレネース・アタラックスＰ注射する。その後良く眠られる
が、６：２０物音で訪室するとベッドの足元に座り込んでいる患者を発見する
眠剤与薬時、前日の申送り板を見たところグッドミン１錠となっており、カーデックスの医師指示表
を確認せずにグッドミン１錠を与薬してしまう。以後に医師指示表の不眠時の指示が、マイスリー１
錠であることを発見する。
眠前にテオドール内服が患者の私物の籠に入っているのを発見する。

背景・要因
不穏の患者が複数居られ看護師の対応が困難である。安全ベルトを使用していなかった。

改善策
安全ベルトを必ず着用すること。ゆっくり休めるような内服薬投与について医師と相談する

患者状態把握
患者様の理解不足。痴呆症状があり、監督困難であった。

保護帯の使用継続し確実に行う。頻回な訪室、徘徊センサー使用する。
眠剤の適量を医師に検討してもらう。家族の承諾を得て抑制する。出来る限り頻回に訪室・観察
する
薬剤与薬時果必ずカルテを確認する

医師指示表の確認しなかった
眠前に手渡したが、内服を投薬確認はしていない。

眠前にマイスリーを内服。その後、時間は不明だが、尿器を取ろうとして、よろめき、尻餅をつい もともと杖歩行の患者であり、眠剤内服にてふらついた模様。柵は付いていたが、尿器が足元に
た。打撲、外傷なし。主治医報告。そのまま様子観察の支持あり。
あり、遠かった可能性あり。
眠前に右眼に点眼を実施しなければならなかったが他患の手術後のケアのために実施できてい 指示の見落とし
なかった
眠前に患者にユーロジンを内服してもらう。自分の勤務が終わり、帰宅する。３時半、自宅に深夜 指示書の確認不足。眠前薬をWチェックする際、こちら側が誘導してしまった。（ユーロジン１Tで
勤務者から電話があり、患者に眠前薬のガスター散を内服させたかどうか確認される。この時に す。と言って指示書と確認した）
なって初めてガスター散の内服があった事を知り、飲ませ忘れを知る。
眠前に自己インスリン皮下注する患者さん。２３時にナースコールで呼ばれ、インスリンすると言わ 間食するときには、いつもナースコールで教えてくれる方であったため訴えのあった２３時以降も
れる。腹部冷えた為下痢であったようで間食することにためらいあった。そのため、しばらく腹部を ナースコールで教えてくれるものだという思い込みがあった。ナースの説明が確実に伝わっていな
あたためるように湯たんぽを渡す。様子みて１時間後にDT測定すること伝えスタッフセンターに戻 かった可能性もあるため確実に理解してもらうように説明と確認を念入りにするべきであった。
る。その後巡視時に訪室したときには、インスリン注施行せずに間食した後であった。間食後４０
分のDT１６８、Dr報告する。
眠前に睡眠薬服用、手術のため経口腸管洗浄薬を服用していたため、ポータブルトイレを設置し 病室の生活空間が狭い。ポータブルトイレや点滴スタンドを置くと移動がしにくい。
ていた。移動時点滴スタンドに躓き転倒、腰部打撲される。転倒への注意を促し移動時はナース
コールをするよう説明していたが、再度早朝自力移動され転倒した。同室の患者に発見された。打
撲痛にて湿布と鎮痛剤の処置を要した。
眠前に内服していなかった薬を朝回収して、バットの中に入れていたが、ゴミと一緒に捨ててしまっ 不注意
た。
眠前のデパスを床頭台に置き、消灯後に服用させてあげるのを忘れてしまった。
内服の確認を怠らずにきちっとする
眠前ノボリン施注の指示あり。カーデックスより自分のメモへ拾ったものの見落とし施注せず。
ルールチェックの仕組み
眠前のラキソベロンを調整して与薬中。調整量の情報をカルテから収集する際、数字を誤認し５滴 ・確認不足 ・眠前薬のダブルチェックを行っていないので発見が出来なかった
のところ１５滴とおもいこみ与薬した。
眠前のランタスカート施注量を朝前値に合わせるところ、眠前値に合わせて施注した。
業務手順確認
眠前の血糖値検査のためナースステーションにきた患者（血糖降下剤服用中）とインスリン導入目
的で入院した患者と間違い、インスリン導入になっている事を説明した。同僚が患者の声を聞き違
う患者に説明している事判明した。
眠前の点滴はまだですか？と患者さんに尋ねられたためすぐに準備をして、施行しようとしたとこ
ろ、同じ勤務の看護師から点滴をすでに溶解したといわれる。2重に点滴の準備をしてしまった。
眠前の内服を配薬し忘れた。患者は翌日退院予定であった為、退院薬の分から自己にて内服さ
れた。
眠前の与薬をわすれた。
眠前リスパダール４ｍｇ、リスミー１錠、ユーロジン１錠、デパス２錠服用していた。２３：５０「看護婦
さーん」という本人の声で訪室するとベットと衣装ケースのあいだにしゃがみ込んでいた。「眠れな
いので起きようと思った。」と話す。
眠前分の内服を与薬わすれた。
眠前薬がそのまま戻ってきた
眠前薬が更衣の際背中から見つかる
眠前薬の場所に、眠前薬と過ぎた日のズレと思われる夕食後の薬に眠前とかかれセットされてい
た。
眠前薬を与薬後、薬剤の袋を集めた時に、レボトミン５mgが１錠残っていた。レボトミン５mgを内服
している患者が複数いたため、特定できず。
夢を見てた時にベッドから転落.本人の強い希望でベッド柵は片側に1点だった
無呼吸予防のためネオフィリン４ｍｇ２×経管投与されていた。HR１８０ー２００/分の頻脈、嘔吐出
現した。ネオフィリン中毒を疑って検査施行したところ高値であり、薬剤部で確認したところ、倍算
の過程で間違いが生じた可能性があることが判明した。経過観察してデーターは改善した。
無断で、タクシーを頼み自宅へ帰ってしまった。親戚から連絡が入り、シルバー人材センターの方
と帰院する。
無断で、自宅に帰ろうとタクシーに乗った。家族から、連絡があった。
無断外出（離院）
無断離院
名札と部屋番号を確認しながら昼の配膳をしているとき、患者から「明日ＯＰなのにたべていいの
か」と行ってきた。手術のため、朝から絶飲食のはずが、食止め入力がされておらず、朝も昼も食
事がでていた。患者は術前オリエンテーションをうけて、食止めを理解されていたので食べること
はなかった
名前がよく似た外来患者さまのカルテを誤って医師に提出した。
名前と日付だけ書いてある自己血予定表のみ事前に渡されていたが、名前の漏れがあった為、
当日の朝、輸血バックが来て、Ａ氏の自己血２回目があると聞かされた。輸血部と泌尿器科に問
合せしてもらった。 『計画書の通りです』と言われ、急遽準備し施行を行った。施行後、計画書が
来ていない事に気がついた。
名前の最後の文字の印字がされていなかった
名前の似通った患者さまのカルテに、他の患者さまにした注射代金を記載して、精算時に誤って
注射代金を請求した。
名前を確認せず配膳し、他患者の食事をさせてしまった。他患者が食事していない事に気付き、
発覚する。
名前を間違えたラベルをそのまま気付かずに貼って、病棟へ払い出してしまった。

患者は受け取ったが、入眠され内服忘れた。私物の籠に入れていたため確認が遅れた。内服をし
たか聞くかなど確認をする。
眠剤内服・尿器排泄・杖歩行の状況であるため、尿器を手の届く位置に置いておくべきであった。
患者の状況を把握した上で、環境整備の必要あり。
眠前処置は眠前に再度確認し実施する
しっかりと指示書を確認する。
説明と理解の確認をする。再度、間食時にはナースに伝えるよう説明する。

移動時に点滴スタンドなどに躓かないように環境整備をする。頻回に訪室する。

ゴミと一緒に置かない
内服確認怠らない
眠前薬の籠にノボリンと書いたメモを入れる
・自分の傾向を知り確認を行う ・読みにくければダブルチェックを行う

思い込み。患者確認をマニュアルどおりしていなかった。

カーデックスやスケール表の色を変え、注意を促しているのに間違えた。十分声賭け確認しながら
施注する。
患者確認を声に出して確認する。

同勤務者が事前に準備したことを、当事者に伝えていない。準備と施行者が違う。

点滴を施行する者が、準備、溶解、実施を行う。親切心から、第3者が点滴を準備しない。

処方箋の確認不足

配薬前の処方箋の確認をしっかり行う

1袋分だと思い込んでいて与薬忘れた
・抗精神薬の作用 ・脳転移によるふらつき

1袋にまとめる
・眠前薬の減量 ・環境整備 ・眠前薬服用後からのセンサーの使用

眠前与薬箱の確認不足
与薬時、眠前の内服を再度確認する。
理由は分からない
Nsサイドでの対策を
確認不足
明るくして与薬し、嚥下を確認する
配薬時一つ一つ確認し確実に行なう。薬効を考え疑問に思う習慣が必要。残った薬は間違わない 確認と疑問に思う習慣を身に付ける。システムとして余った薬は薬局に返品する。
様返品する。
確認与薬ができておらず、袋の中に残っているのを見逃した。
確認与薬を行う。特に、以前にも飲み残しのある患者、薬の効果を実感できていなかったり飲まな
い方がいいと思っている患者、焦燥的な患者、内服薬剤が多い患者、は注意する。
・転倒の既往あり ・眠剤内服中 ・入院直後で環境になれていなかった
患者の強い希望があっても転倒・転落のリスクの高い患者の場合には、防止対策を実施する
業務手順や監査システムが不備であった。また、実施者の記録がない。
倍算の業務担当を複数で確認する。記録に残す。
・患者さんに理解力の低下がある ・物理的な環境や設備上の問題点

・タクシー会社にも情報の提供を依頼していきたい。 ・家人への協力を依頼していく。

外泊禁止の説明が患者様にとって受け入れができなかった。
確認不足・見守り不足
予測していなかった。一般病棟に入院していた。

患者さまＩＤの未確認
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。本人の注意・確認不足。

結局、翌日に退院となった。
不穏時は常に見守る
一般病棟では、防ぎようがないことも事実であるので、無断離院などが予測される場合は閉鎖病
棟への収容が必要と思われる。
・指示受けは食止めのパソコン入力まで行ったら、指示受け印を押すようにする。夜勤で指示受け
をチェックするときは、印を押していない食止め指示は入力状態を確認する ・術前オリエンテー
ション時は、食止めが誰がみても分かるように絶飲食の札をベットサイドに下げる ・食止めがされ
ていなかった事は、次の勤務者に必ず申し送る、気づいた時点で確実に食止めをする
ID確認の徹底とフルネームでの呼び出しの徹底を図る。
・業務手順・ルール、チェックの仕組みの再確認と徹底

患者マスターは間違っていなかったが印字されなかった
カルテ記載誤り、ＩＤ未確認

調剤時に薬袋も監査する。
診察券によるＩＤの確認とフルネームによる確認の徹底

患者確認を怠った。介護員への教育不備。

介護員への教育体制の見なおし。

思い込み

注意して確認することを徹底する。

情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
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具体的内容
背景・要因
明け方４時２０分頃 トイレに行こうし看護師に迷惑を掛けてはいけないと１人で歩行し転倒され 手術後落ち着きが無く１人で歩行しようとしたり、ベット上にてごそごそとされていることが多々あっ
た。顔面を打たれたと、鼻下部に少量の出血あり。
た。深夜帯は熟睡されており目を離していたところ転倒に至った。
明け方死亡患者があり、死後の処置を待つ間、採血や注入食、血糖チェックを実施していた。実 ・業務集中時間帯への労働体制の問題点 ・薬剤に対する知識不足の問題点
施の必要のある受け持ち患者の全てのインシュリン（当日は、ペンフィルＲ、ノボラピッド、ノボラ
ピット３０ｍｉｘを準備していた。）と血糖測定器、患者それぞれのインシュリン指示の記載された指
示板を、一つのワゴンに乗せ患者を回っていた。同じ主治医でいずれも血糖チェック後スケールに
沿って、インシュリン単位が決められていた患者が２名あった。その１名の血糖チェックを実施。当
事者の患者のスケールに沿って、インシュリンの単位を確認した。インシュリン実施時には、イン
シュリンも同じだろうと思い込み確認せず、実施し本来ペンフィルＲを使用すべきをノボラピッドを注
射したことに実施後気づいた。施注１時間後血糖再検し、インシュリン前３５３→１時間後３０５大き
な変化はみられなかった。
明日、両ＴＫＡを行う患者様であった。術前でＧＥの指示がありカーデックスにも記載されていた
物忘れやど忘れ
が，ＧＥの実施を忘れてしまった。カーデックスから情報を拾う時ＧＥ120を拾い忘れてしまった。
リーダーへ申し送りをしている時リーダーからＧＥのことを聞かれ忘れていることに気付く。0時過ぎ
ているため、深夜勤務者に翌朝ＧＥの実施を依頼する。
明日ＯＰ予定の患者様、夜間訪室時バルンカテーテルを自己抜去し、便いじりをしているところを ・当日昼間に排便があり、その後もすっきりしていなかったと思える ・時々不穏行動が見られてい
発見する。抑制着を着用し両手の固定をする
たので、バルンカテーテル自己抜去の可能性は予測できたが対策が十分ではなかった
明日のリハビリ診察の指示が出されていた。しかし、その指示簿に挟まれていたのは別の患者の 不注意
リハビリ依頼書だった。間違って挟まれていた患者の指示簿を確認すると、この患者のリハビリ依
頼書が挟まれており、主治医が間違って挟んだと思われるため、正しく挟みなおした。
明日の点滴の準備をしている時に、本日施行するはずの冷所にあるダイモンを発見する。
朝の忙しい時の点滴の更新だった。
明日ﾍﾙﾆｱの手術の為、入院予定で来院。外来受付にて現在内服中の一覧表を看護師に渡され 手術予定が決定したら、医師が当院及び他院で抗凝固剤の内服の有無を確認し、説明する事に
たので確認すると、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ服用中で本日まで内服していたと言うことで、医師に報告後、手術 なっている。他院の内服中の確認をしていなかった。
及び入院延期となる。
明日手術予定で、眠前センノシド2錠内服の指示が出ていた。麻酔科より、21時以後絶飲の指示 ・フリーシートにはセンノシドを内服のことを書いていたが、チェックができていなかった。
が出ていたが、22時30分胃手術後の患者が帰室されたとき、センノシドを渡していない事に気付
き、すぐに主治医に報告。少量の水で内服してもらう。
免疫グロブリンを注射する指示あり（医師が実施）、準備する際、医師が1mlで溶かしてと言われ 指示が口頭指示であった。
「何mlするんですか」と尋ねた。医師は「0.5ml」と答えた。0.5mlを準備した。しかし左右に0.5mlずつ
筋注する予定であった。
免疫グロブリン製剤を側管よりＩＶＨフィルターを通して滴下させてしまい、その後同様に２２時より ・初めて取り扱う薬剤であり、投与方法に知識がなく、フィルターを避けるべきか判断が出来な
生食注１００ｍｌを流したところ滴下良好であった。しかし、０時の巡回時、ルートが閉塞していること かった。それを他のナースにも相談できていなかった。 ・右鼠径部にＩＶＨが挿入されていたが、
を発見した。その時、相談した他のナースに「グロブリン製剤をフィルターを通してしまったので
側臥位になって長時間に渡り、ルートを圧迫していた恐れがあることに気付かなかった。
は？」と指摘され投与方法に誤りがあったことに気が付いた。
免疫検査の項目について、正しく分注測定されたか確認不足のまま、採血検体を次の生化学測 採血検体を免疫測定装置から生化学測定装置へ移動させる時に、正しく分注測定されたかの確
定に移動させた。容認画面で受け付け番号から推測して結果がまだ出ていないので、確認をした 認作業について怠った可能性がある。
ら未測定であったため至急測定開始し、担当診察場に結果が遅れることの連絡をした。遅れた時
間は約３０分であった。
免疫抑制剤の投薬ミス
朝９時予薬時間の思い違い
免疫抑制剤を８時に投与するはずのものを、点滴の指示を見落としており、投与せず８時３０分に 注射ワークシートの指示を見落としていた。
他看護師によって発見され、８時３０分から投与し、その旨主治医に報告する。
免疫抑制剤を側管から投与しようとした時に、フィルター下の側管の両方に点滴がつながってい インシデントが発生した時、ロピオンがフィルターを通してはいけないことを忘れていた。ロピオン
た。免疫抑制剤をフィルター下からつながなくてはいけないと思い、フィルター下につながっていた が終了しかけであったので、ロピオンが終了してから免疫抑制剤をつなげば良かったが、次にや
ロピオンをフィルター上につなぎ、免疫抑制剤をフィルター下につないでしまった。
らなければいけないことがあり、慌ててしまっていた。
綿棒にて耳掃除をし、4時間後に少量づつ出血し耳鼻科Ｄｒ往診され止血に至る。
点滴内へ、血液凝固阻止剤が混入されている事もあり、出血に至った可能性あり。掃除中は奥ま
でするのではなく、出血等の予想も頭に入れて行う。
面会に来た家族よりナースコールあり、訪室すると患者がオムツ、腹帯をはずして小腸瘻チューブ せん妄状態であることは知っていたため、固定がしっかり行われていることを確認していたもの
を固定してあるテープとガーゼをはがし、経腸チューブをひっぱった様子。Drに報告し急遽レントゲ の、四肢に中等度麻痺があるためミトンをはめたり抑制することが必要とまでは思わなかった。
ン撮影されると結果として経腸チューブのナートははずれていたものの異常はなかったが、創部に
挿入していたペンローズドレーンがちぎれて皮下に埋没している事がわかった。すぐDrによる処置
行われ、埋没したペンローズドレーン抜き取ることができた。
面会に来た方より「誰かが落ちている」との報告を受け病室へ行くと、ベットサイドにパジャマの下 余裕の無い時間でも頻繁に訪室するよう心掛けるべきだった。
を脱ぎ側臥位になっているところを発見する。前頭部痛の訴えあり。意識清明にて様子観察する。

面会に来られた方から、「Ａさんが注射液を飲んでいるがいいのか」と知らせてくれた。訪室する
と、DIVセット側を口にくわえてすっていた。翼状針のチューブ側は、血液逆流もなかった。
面会に来られた両親が児を沐浴させるということで、受け持ち看護師が急いで沐浴槽にお湯を溜
めた。沐浴させる前に父親が手をつけたところ溜めたお湯の温度が熱かった。沐浴槽に溜めるお
13504
湯の温度はいつも同じことがほとんどではあるが、別の看護師が熱湯消毒のためお湯の温度を
あげていたことを受け持ち看護師が知らず確認をしなかったことが原因。
面会室で面会の方と、歩行器で立って話している時、方向転換時に歩行器と共に転倒した。
13505
13503

患者様は痴呆あり、理解力乏しい。DIV中もルート気にせず体動あり。

改善策
ナースステーションにて過ごす。遠慮しないで声をかけてもらえるように話す。頻回に訪室する。
・早出業務の検討 ・与薬の基本原則の徹底（３回の確認） ・薬剤に対する教育（過剰投与、過小
投与における患者への影響）

クリニカルパスの確認

バルンカテーテル挿入の妥当性について検討する。危険性が予測できる場合は、本人・家族の承
諾を得て予め抑制する。
患者の名前をしっかりと確認し指示簿に挟むようにする。
忙しい時でも必ずワークシートと点滴の間違いがないか、不足がないか確認する。
入院予約ﾉｰﾄのに抗凝固剤の項目を設定し、確認するようにした。
消灯までに行わないといけない処置・配薬については21時までにチェックし確認する。
必ずオーダー入力してもらいその指示箋により確認する。
・初めて取り扱う薬剤は必ず説明書を読み、取り扱い時に、先輩ナースの助言、注意事項の確認
等の指導を受ける。 ・巡回時は、その都度オムツ内のＩＶＨ挿入部まで観察する。 ・グロブリン製
剤をフィルターに通して投与した際は即座にＩＶＨセット交換を行う。
１．免疫測定装置から検体移動させる場合には、必ず分注測定されたか画面で確認する。２．容
認画面で未検査項目がある場合には、絶えず確認作業を行なう。３．確認作業後ラベルに赤鉛筆
でマークを付けることとする。その後の生化学測定時やラックに収納時にマークを確認すること
で、ミスに気付き速やかに対応可能と考える。４．内容を検査内で徹底する。
チームの連携と報告体制の整備
注射ワークシートの指示は必ず、見直して漏れがないかを確認すること。
発見した他看護師がすぐにロピオンをストップし、ライン交換してくれた。ロピオンをフィルター上に
つなぐと、フィルターに吸着し含量低下を起こすことを理解し、点滴をつなぐときに忘れないように
する。ほかのフィルター禁の薬に対する理解を深める。
点滴内へ、血液凝固阻止剤が混入されていることもあり出血に至った可能性あり。掃除中は奥ま
でするのではなく出血等の予想も頭に入れて行う。
家族の方に了承を得て、家族が不在の時とせん妄状態を抜けるまでミトンを上肢にはめさせても
らう。

余裕の無い時間でも頻繁に訪室をする。
痴呆と不穏状態の患者様へのDIVは、一人だけの時は行なわないか、抑制をしてから行なう。

・業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。・情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題 ＮＩＣＵと小児科病棟で計３台の沐浴のための温度計を購入し設置した。沐浴温度は４０度等を記
点。・物理的な環境や設備上の問題点。
したマニュアルを作成することとした。
方向転換時、歩行器の車輪がストッパーがかかった状態になった様子

歩行器を定期的に点検整備することと、ope後の面会方法など検討（ドレーンが抜けるまでは、原
則として病室とする）
面会者が着ており、患者様と話をしていたが、処置の為少しディールームで待ってもらうよう声を ベッドから離れる際、面会者が来て外してあった柵に気づかず、３点のままで患者様１人の状態に 転倒の可能性のある患者様に対してベッドは低床であるか、柵は４点に鳴っているかを確認する
かけ、ベッドから面会者が離れたところ患者様が｢私も」と起き上がろうとし、ベッドから転落。｢ベッ してしまった。
ようにし、必要時床にマットレス、安全帯を使用するようにする。
13506
ドから落ちた」と面会者が叫び看護師が駆けつけ外傷の有無、意識レベルを確認し、ベッドへ戻し
た。医師に状態を報告し、様子を見るように言われる。
面会者と部屋を出ろところは、確認した。その後、2時間しても病棟に戻らないため探す。他の病棟 ・患者状態の把握不足 ・面会者への指導不足
患者の行動監視を行う
13507
で、「患者が徘徊している」と報告があった。
面会者に呼ばれ、訪室すると、車椅子の横に座り込んでいるのを発見する。面会者によると、車椅 脳梗塞後遺症あり、やや肥満である。一人での移動は困難な状況であったことを、きちんと認識で 転倒リスクが高いことを認識し、ベッドサイドで一人にならないよう注意する。
13508 子に座っていた患者が、面会者の腕をつかみ「ベッドに上げてほしい」と言われ介助しようとした
きていなかった。
が、力が足らずに移動できなくてずり落ちてしまったとのこと。
面会者より談話室で横になっていると報告有、訪室「冷蔵庫を開けようとしてこけた」と訴えあり、 痴呆あるがウーゴ君のスイッチは自分で切ってしまって病棟内歩行をすることがあり、歩行状態も 安全ベルトを使用し車イスに乗ってもらうことにした。談話室のいる場合は車イスに乗り安全ベルト
外傷なし右後頭部血腫あり。
腰椎ベルトを装着してのボチボチとした歩行であり普段よりスタッフ一同で患者を見かけたら注意 を使用する。
13509
して付き添い、転倒防止に努めていたが土曜日でスタッフの人数が少なく昼食前と手薄となる時
間帯であった。
面会人の病棟間違えが多い。面会人に聞くと「６階って聞いて」と階数は良く覚えているようだが、 案内ラインがすべて赤色で建物別になっていない。時間外受付の対応が不十分。８月に病棟名を ラインの色を変更するようサービス向上委員会へ依頼。時間外受付での対応方法について調査・
13510
病棟の名前が出てこないことが多い。
改名 新館を東館に変更。新たに南館ができまだ十分に浸透していない。
指導 病棟案内用紙を改定する。
516

具体的内容
妄想から、女性患者様Ａ氏に対し髪をひっぱる、下肢を蹴るなどの暴力
13511

背景・要因

改善策
静かな環境に保護し、原因を聞く。当直医に情況報告し指示を仰ぐセレネース１A,アキネトン1Aim
観察を密にし、早めに異常をキャッチする
毛細血管抵抗の検査オーダを間違えて出血時間を行ってしまった。発生時は昼休みの交替時間 患者様がもってくる指示票ラベルが問題であった。出血時間全血と書かれているのが出血時間検 指示ラベルを毛細血管抵抗と書き替えた。
13512 に起った。最初に出血時間がオーダされ、Ａが行い昼休みに入り、毛細血管抵抗がオーダされた 査。出血時間その他と書かれているのが毛細血管抵抗でまぎらわしかった。
のに、Ｂが出血時間を行った。オーダ画面に入力しようとしたがすでに記載されており発覚した。
網膜剥離で安静中の患者様が一人で中央トイレへ行き、病室へ戻る時に転倒し肘･臀部を打撲さ ・患者様が安静の必要性を理解していなかった ・看護師の説明不足 ・１週間ほど安静中のため ・危険度の高い患者様に対しては、対策を十分に考えておく ・繰り返し安静の必要性について説
13513
れた。 翌日、レントゲン検査するが異常はなかった。
筋力低下があった ・転倒のアセスメントで危険度３になっていたが、対策が不十分であった
明する ・離床マットの利用
目を離したすきに、挿管チューブに接続していた閉鎖式吸引チューブを引っ張り自己抜去した。ア 環境整備
四肢抑制していたので気を抜いていたところ反省し、人工呼吸器の位置を患者の手の届かないと
13514
ラームで気がつき医師に報告し再挿入となった。
ころへ設置し、閉鎖式吸引チューブを中止した。
13515 夜、他患者の薬を本患者のケースに入れて準備した。朝そのまま服用した。
確認不足
確認しながら配薬する。準備は2人で行う。
13516 夜のインシュリン注射を施行せずに帰宅してしまった
その日の業務を把握していなかった
お互いに声かけし確認をする
夜の抗生剤投与時表示の確認はしたはずであったが、間違えてセフメタゾンを投与する所をセ
一度に全員分の抗生剤を持って行く事や、患者確認の手順薬剤の確認チェックの仕組みの問
病室に点滴を持って行く時患者さまに点滴を繋ぐ前に患者さまの名前薬剤名をきちんと確認す
ファメジンを投与してしまった。数分後家族から連絡あり。患者の名前が違うといわれ、すでに半分 題。
る。与薬に関する確認五つのらいとの原則を再徹底する。誤薬発生時の医師への連絡方法は直
13517
程度滴下され、家族により接続を外されていた。直ぐ謝罪して夜の抗生剤は投与せず、全身状態
ちに行う
の観察をおこなったが変化なし。
夜間，不眠にてロヒプノールを服用している患者さん。8時30分、フオークを落としたので取ろうとし ・睡眠剤服用後の薬剤の影響あり ・患者観察の甘さ
転倒予防対策の強化。ウーゴ君設置、4点柵。
13518 てベットから転落したとのこと。清掃者が発見した。念のためにウーゴ君を設置しておくべきであっ
た。外傷は無かった
夜間、イレウス管を自己抜去してしまったので抑制をさせていただいて観察していた。家族の方が 観察不足
家族の方にも眼を離される時は抑制が必要であることを説明した。
13519 来院され付いているので抑制は外して欲しいと言われたので外して様子を見ていた。３０分後に
ナースコールあり訪室するとイレウス管が抜かれていた。
13520 夜間、トイレに行くが、便座に腰掛ける際に転倒する。左肘部擦過傷認める。
ＡＤＬが自立されている方においては、夜間のトイレの観察が出来ていなかった。
夜間の観察を密にする。
夜間、トイレの際には本人からＮＳコールがあり、ＮＳ付き添いで身障者トイレへ行かれていた。早 夜間はＮＳコールを押してＮＳと共にトイレへ行かれていたため、１人でトイレへ行こうとすることは 頻回に訪室し、転倒防止に努める。時間を決めてトイレ誘導を行う。
朝のオムツ交換時にトイレへ促したが「したくない。」とのことだった。しかし、朝方訪室するとベッド しないと思い油断していた。
13521 サイドで尻もちをついている本人を発見する。自分でトイレへ行こうとして転倒した模様。ベッド柵
は４点設置されていたが、自分で足元の柵をはずしていた。ベッドは低床になっていた。ＢＰ１３８/
８６。意識レベル著変なし。怪我なし。Ｄrに報告し経過観察する。
夜間、ベッドに横になろうと促すが起き上がり何度もある。一人で歩きだしたため、トイレ誘導す
夜間あまり眠れてないということもあり、歩行も不安定で転倒の恐れ考えられた。その場を離れて 必ず付き添い見守りを行い、離れる場合は他の職員へ援助して貰うよう報告すること。
る。他入所者が気になりその場を離れ他の職員がトイレのドアと同時にゴンという音がしたため訪 しまったことと他職員への報告ができていなかった。
13522 室するとトイレを出た所のカーテン下で寝転んでいる所を発見する。左側頭部を打ったと訴えあ
り。意識レベルクリア体温３６．４℃血圧１５５／８１脈７０腫脹外傷認めず当直医師診察。経過観
察指示あり、左側頭部クーリングする。
夜間、ポータブルトイレ移動時に、支えていら手が滑りに右側臥位の状態で転倒する。打撲なし。 夜間頻尿であり、ポータブルトイレはベットサイドに置いていた。
患者の状況を踏まえ、設置はやむ得ない場合はポータブルトイレの設置場所又尿器での排泄な
13523
ど検討する。
夜間、一人でポータブルトイレに移動中、床に座りこんでいた。
部屋移動の際、ポータブルトイレの位置をいつもの位置から変えていた。
頻繁に訪室する。ベッド周りの整理整頓。部屋移動時においても、移動前と移動後に同じベット周
13524
りの環境つくりを行う
夜間、下痢便多量にてオムツ交換を頻回に行っている患者。朝７時、下痢便により寝衣、シーツま 下痢便頻回にてコールで頻回に訴えあり、夜間落ち着きがなく、入眠しなかった時点で対応を考 朝、洗面介助、食事介助と、一番忙しい時間帯であり、ベッド柵など予防処置は行っていたにもか
13525 で汚染、着替え、シーツ交換を行う看護師に対して気を使い、本人がベッド柵を乗り越え、トイレま えるべきであった。
かわらず、本人が乗り越えた事故であり、対処は困難であると思われる。
で行こうとして床に倒れた。患者異常なし。当直医師に連絡、様子観察となる。
夜間、患者様が薬を口に含み、そのままトイレに入り、鍵を閉めてすぐに水を流した。薬を口から その場で飲むように声かけしたものの､患者様が駆け足でトイレに向かい、速くて追いつけなかっ 拒薬傾向のある患者様なので職員の認識を強め服薬確認をしていく。
13526
出したと考えられる。
た。
夜間、空腹感あり自分のロッカーを探していて転倒する。
昼夜逆転している事と、リハビリ効果にて自分で出切るとの思いがある
高次脳障害のため理解不足があり今後も転倒の可能性はある。ベッド周囲の整理整頓をし障害
13527
物を除去する。
夜間、出血増量にてナースコールあり、陣痛室へ移動し、医師が内診したところ子宮口４ｃｍ開
１．２１週という週数から、子宮口の開大が、満期での全開大と同様で、すぐに分娩になると医師も 初めてのケースではなかったが、助産師としての判断力の未熟な部分の強化のため、同期の助
大。展退７０ー８０％、児頭下降度－１．５と分娩の進行があった。尿意あり、本来、ベッド上での排 助産師もすぐにお産になる可能性があるとアセスメントできていなかった。２．所見が進行した場 産師全員で共有学習として事例検討を行いケアの振り返りをおこなった。
13528 泄介助であるが、トイレへ歩行させトイレ内にて自然破水し、第１子が娩出してしまった。臍帯を切 合、墜落産の危険があるため、トイレ歩行はせず、ベット上で排泄介助することが守られていな
断し、患者を分娩室へ移動し、第２子の娩出となった。
かった（マニュアルを遵守しなかった）。３．医師に任せていて、自分で受け持っているという意識
が薄かった。４．研修医は通常は入室の判断はしないことになっている。
夜間、当直医が処方した薬剤を看護師が薬局に取りにいった際に、とるべき薬剤の一段上にあっ ・確認ミス ・当院では入院患者の薬をすべて一包化しており、ヒートのままの薬をみる機会が看 確認の徹底
た薬剤を持っていってしまった。病棟へ戻り、しばらくして患者の薬をセットする際に（本人が）誤り 護師にはあまりない。
13529 に気がつき、再び薬局へ行き正しい薬をもっていった。夜間は薬剤師不在で、薬局へは、看護師
のほかに、当直しているスタッフが一緒に入室する決まりになっている。（とるべき薬剤は、バザロ
インとエリスロマイシンで、エリスロマイシンの代わりにキサフロールを持っていってしまった。）
夜間、不穏が強くなりナースステーション内で観察していた。他患者様のケアを終え戻ると尿道カ 観察不足
不穏状態が強い時は、家族の方の協力を得て、付いていただき精神的慰安を図る。
13530
テーテルを抜去していた。
夜間、不眠でレンドルミン１錠内服し、翌日残眠強く、看護師は訪室を多くしていたが、患者さんは 薬剤の影響について、患者さん自身が理解していないことから起こったインシデント
睡眠薬はドルミカムへ変更。トイレ前、ＮＣを押すよう張り紙をし、注意換気。転倒プランの再修正。
13531
「一人で大丈夫」と思い、部屋のトイレに行き、ふらついて転倒した。
夜間１時４５分中途覚醒時トイレへ行こうとし片づけてあった車いす近くで転倒。右腕を打撲した 薬剤の副作用による突進歩行小股歩行、下肢の筋力低下もあり、また精神症状も不安定で依存 夜間中途覚醒時はこまめに訪室し、患者がナースコールを押しに歩かなくてもよいように心がけ
と。患者は１時頃に覚醒し「寝れそう」と就床していた。
的で投げやりな様子もみられ最近はトイレ移動時の転倒が多発していた。日中は排泄に対して、 る。
13532
こだわりが強くかなり頻回にトイレに通っていた。夜間はオムツ装着しトイレには行かれないことが
多いが今回転倒時は便意がありトイレに行こうとしていた。
13533 夜間３：２０、ＩＶＨが抜かれていた
老人性痴呆、おとなしく不穏もなかった。
抑制、ルート保護策の実施
夜間ＩＶＨのルートを途中で引きちぎり、廊下を歩いている患者を発見。脱血も少なく、大きな被害
夜間、抑制がされていなかった。（通常は抑制あり）
不穏状態で無くとも抑制をし、夜間の訪室を増やす。
13534
は無かった。
13535 夜間IVH自己で抜いていた。
毎回排尿時ナースコールあったが、この日は突然に夜間不穏となる。
夜間突然の不穏になることもあり十分注意して反応。
夜間Pトイレに移動した後、ベッドへ戻る時ベッド柵をつかんだら、ベッド柵がきちんと固定されてい
・ベッド柵がきちんと固定されていなかったこと
・一人でPトイレへ移動されたこと
・ベッド柵の位置は注意深く確認する
・夜間移動時はナースコールを押してもらうよう繰り返し説
13536
なかった為、ふらついてベッドの横に転倒された。肘部に擦過傷を認める。
明する
夜間いびきが強いのでと本人に話すも大変気にしている。それから夜間ぐっすり眠らず口にタオル 患者さまの精神状態を把握しきれていない。
患者さまの情報をしっかり理解する事。（一人暮らしをしているので自由に生活していた。）
13537
を置いて音をださないようにしていると家族より苦情を頂く。
夜間オムツ交換時患者様の尿器を確認に訪室すると車椅子に頭を少しかかった状態で、ベットと 尿器の位置が高すぎた為に自分でうまく取る事が出来なかったと考えられる。コールにて依頼さ 尿器の位置を設定時に取り易い位置であるかご本人に確認する。夜間である為に取れなかったり
枕頭台の間に転倒している患者様を発見す。すぐに看護師を呼び、２人でベット上に抱え上げる。 れなくて、自分で動こうとされた為転倒してしまった。
した時には遠慮なくナースコールしてくださるように再三説明していく。枕灯の照明を利用していた
本人様は笑っていられる。腰を少し打ったかなと言われる。外傷はなし。痛みの訴えはなし。ＢＤ１
だくように話していく。
13538
５６／８０。 尿器を取ろうとしたが尿器が床に転がってしまった為に自分で起き上がって取ろうとし
たようである。夜間痛みがあるようならすぐにコールしてくれるように話す。様子観察す。ご家族来
院時報告す。
妄想による暴力
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具体的内容
背景・要因
改善策
夜間から幻視の発言が聞かれていたため３０分ごとに訪室していた。排尿時にはナースコールを ・ベッドの右側は柵を２つしていたが、左側は柵を１つしかしていなかったこと。スペーサーを使用 ・転倒の危険のある患者に対しては必ず柵を４つし、スペーサーを必ずつける。 ・幻視などの幻
押すことを訪室のたび説明し、排尿時には必ずナースコールがあった。ナースコールがあるため、 していなかったこと。 ・夜間より幻視があったにもかかわらず、目の届く場所（処置室）へ移動して 覚症状があり、転倒の危険性のある患者は目の届く場所（処置室）に移動し、転倒の予防に努め
ベッド柵は患者が降りる左側に１つしておいた。８時４０分、音がしたため訪室すると転倒してい
もらわなかったこと。
る。 ・家族からの協力を得る。
た。頭痛なし、嘔吐なし、意識レベルクリア、Ｐ＝９４回／分不整なし、Ｂｐ（１３８／７２）、ＳｐＯ２（９
０）ｒｏｏｍ ａｉｒ、ポート留置部異常なし、点滴ボトルよりルートはずれ逆血している。後頭部発赤あ
り、出血なし。関節屈曲できる。大転子部内出血なし、主治医へ報告する。主治医来棟あり、頭部
ＣＴ検査を行った。（問題なし）
夜間から体動も激しくあり、体幹、四肢の抑制を行っていたが日勤帯に入り、ＣＴ検査も行うことが 判断不足・観察不足
体動の激しかった患者様の傍を離れる時は、危険を予測して他者に観察を依頼するか抑制を再
でき指示にも応じる事ができていたために抑制を中止した。氷枕を準備するために患者様のもとを
開して離れる。
離れた間にＮＧーＴを抜かれてしまった。
夜間グズリが激しく体動活発であった。ライン抜去等の危険を考慮し抑制を行った。朝、清拭時に そのまま直ぐに抑制帯を装着してしまうのではなく、ガーゼ保護などをすればよかった。
小児は症状を訴えられないし、皮膚も弱いので、それらの点などを考慮に入れながら注意深く観
抑制による摩擦で発赤形成を認めた。
察をしていく。
夜間デイルームで眠っていただく不穏患者様の、車椅子トイレ介助をし、ベットサイドへ到着した 不穏患者であり、理解不十分であることをわかっていながら、安全確認をせず離れてしまった。
安全確認をしてから、離れる
時、座ったまま尿取りパットをはめるため、数歩先にある手袋を取りにいくと、患者様が立ち上が
り、そのまま前に転倒し、左眼上の額を裂傷。医師へ報告し、当直医にて６針ナート。
夜間トイレに行こうとされた際、普段とは逆側のベッドから降りようとされ転倒、臀部を打撲。 足元 ２点柵とするなら、片側の柵はベッドの中央に位置するようにセットしておく。
普段使用されない側からの上り下りすることも予測し、ベッド柵などの位置も考え設置していく必要
にベッド柵はなく頭側だけに柵がしてあった。 対象は前日より左腰部に痛みを訴えられており、
がある。
歩行も不安定な状態であった。
夜間トイレに行こうとして躓き転倒する。患者より報告あり、異常なし。
環境整備、患者状態把握。
高齢であること、視力がないこと、十分に配慮し夜間だけでもポータブルトイレ設置する。
夜間トイレの帰りめまいが起こり転倒した。すり傷、打撲。
10分前、笑顔で歩いていかれた。排尿後、息苦しくなった。術後でバルーンが入っていた。抜いた １．術後はてすりを持って歩行を。 ２．気分が悪いときは動かず声をかける。 ３．術後夜間トイレ
後。
は看護師を読んでいただく（3日間位）
夜間トイレ覚醒しベッドから起き出した所、転倒し左耳介後部打撲。出血、腫脹なく経過観察。
トイレ誘導を０時に行ったが、再度尿意を感じ自力で行おうとしたための事故であった。プランどお フットライト、カモードの設置を検討。
りの誘導と臨機応変な対応が必要。
夜間トイレ歩行時に転倒。
肝性脳症あり。また不眠の為、眠剤を内服しており、ちょうどその時に一時的に発熱（３８度）して 転倒後、尿器で排尿する説明し、またオムツを着用とした。ふらつきのリスクが高かった為、時間
いた。
ごとで排尿声かけが必要であった。
夜間にＫＶー１使用中。マスクにチューブを接続し、酸素投与しているが、朝チューブが繋がってい 装着時Ｗチェックしている。酸素の設定は確認したにも関わらず、接続確認ができていなかった。 チューブの接続まで確認する。
ないことに気付いた。酸素は出していた。患者には変化はなかった。
夜間になって落ち着きがなくなり、Ｂａカテを引っ張る、不良肢位をとるなどの危険行動がみられ、 抑制方法に問題あり
安全ベルトを使用すること
21時リスミーを内服させたが、状況変わらず、23時にステーションに車椅子に乗せ、観察してい
た。体と車椅子をエラスコットで固定し乗車してもらったが、夜勤ＮＳがほんの数分不在になった隙
に自分でエラスコットを解き、滑ったような形で床に座っていた
夜間になり、不穏症状増強し、興奮状態となり医師とナースの目の前で末梢ラインを引きちぎって 患者の行動や対応について、判断の遅れがあった。
不穏患者に必要なラインだったのかなどの判断を医師と相談する。
しまった。
夜間になると不可解な言動があり、眠剤服用入眠されていたが、２３時頃より覚醒されており、何 不可解な言動が見られた
頻回に訪床する不動手袋の使用も考慮してみる
度か訪床していたが、０時過ぎにサーフロを自抜していた。
夜間に物音がしたので訪室すると床にたおれている。
抑制を自分ではずしベット柵を下ろすて滑りおちた。
抑制帯の方式を検討する。
夜間の胸部ＣＴ施行時、ルートが足に確保された患者様のスキャン範囲に比しチューブの長さが 主治医が「造影同意書作成」に時間をとられているのを察して、技師自身の判断で処置した。判断 点滴中は医師に確認する。輸液ポンプを技師が扱わないといけない時は医師や看護師に確認す
足りないので担当技師が輸液ポンプから点滴セットをはずして、クランプして、スキャン開始した
に誤りがあった。配置が悪かった。医師と技術職の連携不適切。役割分担に問題があった。
る。.
が、気分不良を訴えられた。（クランプが不十分でカコージンＤが注入されたと思われる）
夜間の緊急OPE時麻酔科オーダーを入力時に削除する薬液があり電子カルテを操作しているとフ 中止の薬液の名前を伝え無かった。
口頭で中止の指示を受けるときは、薬剤の名前を確認する。
リーズしたためあわててしまった。その際指示が送信されてしまいドルミカム１AIMを削除したかっ
たが病棟で実施されてしまった。口頭で連絡するも輸液全部なしでOPEだしするよう伝えたが、ド
ルミカム１AIMは輸液ではないと思い実施した。
夜間の緊急入院で内科の医師が胸腔ドレーンを挿入した。その後挿入部の観察はガーゼ交換も ドレーンにマーキングされていなかったため、抜けかけている状況を判断できなかった。
手順ではマーキングすることになっていた。守られていなかった。固定の工夫が必要。
なく抜去の時期が来たため、訪室しドレーンが抜けかけていた。ドレーン挿入部位にはマーキング
がしていなかった。
夜間の巡視時に、持続点滴中の小児の首に点滴チューブが巻きついているのを発見する。
小児の持続点滴管理手順がなく、個人によって対応が異なる。
小児の活動範囲と体動に応じ、点滴のチューブの長さを調整し、接続部にはテープで固定しはず
れないように工夫をしていた。夜間睡眠中の場合は巡視ごとに点滴チューブの点検を行うと共に、
家族が付き添っている場合はさまざまなリスクについて説明する。
夜間の食事変更が行われる際は、手書き伝票にて指示することとなっており、５分粥食の指示箋 忙しかったため、院内ルールどおり手書食事箋を信じてしまったが、Ｋるてを確認すべきであった。 夜間当直がないことから、夜間の食事変更の指示は手書き食事箋で行っていたが、今後はオー
が届いたため、その指示通り５分粥を作成した。ところが、夜間全粥のオーダーが流れており、朝 病棟より食事変更の追加指示の手書き食事箋がなかったこと。
ダリングの食事箋への１本化を図りたい。
一番で食事箋を出した際その指示を調理員が見て全粥も作成していた。実際配膳するときに、手
書き伝票のみを信じて５分粥を出したところ、看護師より全粥であるとの指摘を受けた。
夜間の積算をする際、翌日からの重症板には前日の速度である20ml/hのまま写し書きし、無意識 投与薬剤の作用・副作用を十分に理解していなかった。確認が不十分なまま前日の速度を写し書 主治医に報告。点滴の指示は5%ブドウ糖100ml＋レミナロン4ml/hへ変更となった。投与薬剤の作
に速度をあげてしまった。
きし、無意識のうちに施行してしまった。
用・副作用を十分に理解してから業務にあたる。責任感を持ち、確認を怠らない。
夜間の入院患者の内服が、薬局から届くとの申し送りがあり、「薬を飲ませた」と言われたのを「薬 薬袋が薬局から届くカゴに入れてあり、薬が来たものと勘違いして、誤飲させてしまった。
このケースでは、薬を手渡しして引き継ぐこととした。
局から薬がくる」と聞き違え、１０時に薬を飲ませてしまった。１１時に薬袋が一包不足し、重複して
誤飲させた事に気づき、点滴（ジゴシン・ラシックス）２本追加となる。
夜間はベッド上で尿器を使用して排泄してもらっていた。２時に巡回した時は睡眠中であったが２ ・観察不足 ・説明不足
排泄パターンを知り巡回時に早めに声を掛けていく。頻回に巡回し観察する。
時４５分に同室患者様からナースコールあり訪室すると病室の真ん中で尻餅を付いていた。トイレ
に行こうとしたとのこと。
夜間は妻の介助で尿器使用し排尿していた。物音に気付き訪床すると、部屋の入口で点滴スタン ・観察不足 ・家族がいたので安心していた
夜間はナースコールをするか、付き添っている奥様に連絡してから行動するように指導した。
ドと共に左側臥位で転倒している所を発見。右膝下痛あるが外傷なし。１人でトイレに行こうと思
い、点滴スタンドがカーテンに引っ掛かり転んだとの事。その後、１人でトイレ歩行された。（付き添
い用のベッドにもつまづいた。）
夜間は良く休まれておりラインを触ることもなかったために抑制もせずに観察していたが他患者様 ・観察不足 ・無意識で抜いたと思われた
ミトンなどを装着してもらう。
のケアを終えて患者様の所を訪問すると末梢静脈ラインを抜いていた。
夜間ベッドから度々起き上がろうとする患者さんがベッドから転落した。危険を感じて30ー40分お 危険を感じていながら訪室回数を増やすだけにとどめていたために起こった。転落要注意者に対 転落の危険のある患者さんに対しての対策の検討する
きに訪室し観察していたが転落した。 頭部に皮下出血認める。
する取り決めがなかった。
夜間ベッド柵を使用し、祖母が付き添って寝ていた。児がぐずり頭と足元を逆にしてねてベッドから ベッド柵の位置を祖母が変えてしまっていた。家人への転落の危険性があることを説明を十分に 低床ベッドにする。４点の柵にする。祖母に転落の危険性の説明を行う。
転落した。ナースコールで祖母より状態説明される。バイタルサイン・意識レベル低下なく主治医 行っていなかった。
へ報告をした。
夜間ポータブルトイレ使用後ふらつき転倒
普段は自己でポータブルに移動し廊下も杖で歩行されている
眩暈症で入院されており、ふらつきがある時はナースコールで呼ぶように指導していたが、痴呆が
あり頻回に訪室するようにする。
夜間より両上肢の動きがあり、ナースコールやコードを引っ張っていた。そのため、壁際にベットを パジャマのズボンにルートを通して対策していたが切断されてしまったため、抑制を確実行ってい 両手ミトンまたは抑制を確実行う。
寄せ、経過観察。その後も両上肢の動きが活発なため、抑制施行するが訪室時、IVHを切断され なかったのが原因と考える。
ていた。IVH抜去となり、末梢からのラインオーダーとなる。前夜より不穏が強くあり、両手を軽く抑
制したり、壁にベットをつけ、頻回に訪室していた。
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具体的内容
背景・要因
改善策
夜間ローカ近くで声がしたためローカへ出てみると病室の入口近くで患者が転倒しているのを発 毎眠前ロラメット1/2Ｔ内服中であった。また夕よりデパス内服中開始となっていた。いつも排尿時 ベッド柵３本使用していたが４本柵に変更する。眠前薬の考慮
13567 見する「トイレに行こうと思い起き上がってこけたんです。頭を打ちました。」と言われる。右ｊ後頭部 はナースコールを押して介助にて排泄を行なっていた。今回に限ってナースコールがなかった。
に5×7センチ大の血腫あり、当直医報告、様子観察となる。
夜間外来がなかった。
確認不足
帰宅時の確認の徹底。夜間外来用薬箱だけでなく、機器類の電源、処方箋、施錠等の確認を必
13568
ず行なうこと。
夜間患者より、自分の会社の電話番号が分からなくなってしまった為、教えて欲しいといわれた。 患者からの相談を受けた時、リーダーへ報告せず自己判断し、十分な確認をせずに個人情報を 業務上の事で判断を委ねるリーダーナースが忙しいからと思い込まず、状況を報告・確認し指示
13569 リーダーナースは別の事に対応していた為、自己判断で教えてしまったが、隣の患者の自宅の電 教えてしまった。
に従う。電話番号も重要な個人情報である事を認識する。
話番号を教えてしまった。
夜間緊急手術時の輸血交差適合試験において凝集が弱かったため、寒冷凝集と判断してしま
輸血知識の習得・復習
輸血知識の習得および復習。難解な事例では輸血担当医師のアドバイスを受ける。
13570
い、不規則抗体のある患者に抗原のある血液を輸血適合としてしまった。
夜間持続用ヘパリンを配る際、古い経過用紙を見て見た為、本来ヘパリンであるのを間違って
ヘパリンの誤配布による誤薬
配る際、確認してから配布する。
13571 ローモリンを配ってしまった。偶然にもローモリンの不足も出なかった為、配り間違えていることに
気付かずそのまま施行してしまい、施行後気がつく。
夜間受診患者についてカルテに処方の記載があったが、処方箋には記載が無かった為処方され 医師の処方箋記載忘れ。事務員のカルテと処方箋の確認忘れ。
カルテと処方箋の内容の確認作業の徹底。
13572
なかった。また、カルテと処方箋の確認がされなかった。
夜間巡回中、患者は睡眠中であったが、末梢ルートをぬいていた。末梢ルートは、包帯で巻いて せん妄患者への不要なルートを留置していたこと。
不要なルートは置かない。監視を頻繁に行い、場合によっては、抑制を考慮する。
13573
いたが、包帯ははずされていた。
13574 夜間巡視時、ベッドより降り床に座っている。外傷なし。
観察が不充分。環境整備。
ベッドは低床で様子を見る。ベッド周囲の危険物を除去し、環境整備に努める。
夜間巡視時、病室より泣き声が聞こえ訪室すると、床に仰向けになって倒れていた。ベットに座っ 母親面会終了時、任せっきりにて柵の装着を確認していなかった。又緊急手術もあり、ラウンドが 家族人に任せず、自分で必ず柵の装着を確認するとともに、家人に再度、指導説明して、協力し
13575
たら後ろに倒れ落ちたと言う。外傷、出血なし。ベット柵は下ろされていた。
遅れた。
て頂く。
13576 夜間巡視時に点滴留置針の自己抜去を発見した。
患者の教育指導の徹底。夜間巡視の強化。
患者のへ再教育再指導を実施した。
13577 夜間巡視時床に寝ているのを発見する。
ベット柵の隙間より滑り落ちた。
ベット柵の隙間が問題である。
夜間巡視中、車椅子乗車中の患者が、患者自身が着ている浴衣の紐を、首に、二重巻いていた
寝間着の種類。観察不足。
浴衣の使用禁止。帯それに準じる長い紐状のもを、患者の周りに置かない。観察強化。
13578
のを発見し、首から取り除いた。タオルなどさまざまものを、巻く行為が見受けられる。
夜間消灯後、同室者よりナースコールがあり「おじいちゃんが騒いでいる」と言われ、訪室したとこ 患者様に柵をずらしてほしいと言われ、一度は「危険だから」と断ったがどうしてもずらしてほしい ベッド柵は、危険だと思った時点でずらさない方がよかった。眠剤を服用するときは、服用後の患
ろベッドの下に仰臥位になっていた。頭はベッドとは反対側を向いていた。眠れない日が数日続い と言われ足元にずらしたため隙間があった。また、眠剤を内服するのは初めてであったため眠剤 者様の状態を観察してく必要がある。
ており２１時にマイスリー１／２錠を内服して入眠していた。その後の見回りでは病衣をすべて脱い がどのように作用するのかわからなかった。眠剤を使用したことで精神状態が不安定となりおこっ
13579 だりする行動が見られていた。また、就寝前に柵の位置をずらしてほしいと言う訴えがあり、足側 たと考えられる。
に柵の位置をずらしていた。転落後、患者様は「何がおきたのか、自分がどうしたのか全くわから
ない。」と言っていた。発見後すぐにベッドに移し、ドクターコールし診察をしてもらったが、下肢の
知覚が以前よりにぶいのと、両膝足関節の屈折が保持できない状況であった。
夜間伸展装具装着の指示あり、眠前に伸展装具装着しなければならなかったが、他の患者の術 他の患者の術後ケアに気をとられた
眠前処置は眠前に確認するよう
13580
後ケアの為に実施できておらず、そのまま入眠され患者から指摘を受ける。
夜間心電図モニターの脈拍数が増加していたので訪室。患者は一人で更衣中であったが、その 夜間は尿瓶を設置していたが、患者は自立してるため、排便だったため一人でトイレに行った、そ 点滴をつけての歩行や、更衣などの援助についての説明を具体的に分かりやすく行っていく必要
13581
為持続点滴のラインが途中で外れていた。
のため、夜間歩行する場合の点滴ポンプの設置の環境整備にはしていなかった。
がある。
夜間診察で患者が来院。その患者にペンタジン使用するため、薬局の管理倉庫へ。ペンタジンの
薬剤管理ノートの記載もれ。
夜間、薬局に入る時は２名以上で入り、薬剤のダブルチェックを行う。薬剤管理ノートに記載するこ
13582
管理ノートには残薬５Ａと記載してあるが実際２Ａしかなっかた。薬剤部にその時点で報告。
とを徹底。
夜間体より不穏状態の患者様が明け方になっても眠らずにいたが、５時ごろより眠り始めた為、業 自分で動きそうな患者様はベッドダウンをする、ベッド柵を４本にするなど転落防止に努めるべき 日中車イスに移乗させて夜間に眠れるようにする。ベッド柵は４本必ずする。ナースの目の届くとこ
13583 務をしながら時々病室を訪れていた。隣の部屋でバイタルをとっている最中に同室者の家族より だった。
ろで看護する。
通報があり訪室すると、しりもちをついたような格好でベッド下に下りていた。打撲見られず。
13584 夜間帯にＩＶＨ挿入、夜間自己抜去してしまった。出血等なし。
夜間せん妄状態
固定の仕方、不穏対策
夜間帯より絶食や自力で動けない事に対しイライラしていた。ＢＢやケア施行にてイライラ言動消 ケア時やケア後のコミュニケーションにより患者様の精神面が安定した様にみえたという思い込み 患者様のそばから離れる時は周囲に声かけを行い、精神的に安定していても何らかの行動をとっ
失するがＣＶ固定用テープがかゆいとテープのみはがしていた為注意、説明を行い理解を得る。 があった。テープをはがしているが思い込みにより危機的にとらえられなかった
た患者様は注意し観察をする。
以後も声かけを行っていた。全部のケアを終え記録入力しようとするが、パソコンがうまく作動せ
ず、ナースステーションに行きバイタルのみ入力しパソコンをとりかえようとしている時にＳＰＯ2ア
13585 ラームが鳴り訪室すると左手が血液汚染されておりよく見るとＣＶ先端が抜けていた。ナート部は
そのままであった。ＤｒＡコールし、ＤｒＢにＣＶ挿入してもらう。ケア時やケア後のコミュニケーション
により患者様の精神面が安定した様にみえたという思い込みがあった。テープをはがしているが
思い込みにより危機的にとらえられなかった為患者様のそばから離れる時は周囲に声かけを行
い、精神的に安定していても何らかの行動をとった患者様は注意し観察をする。
夜間帯より不穏行動強く、転倒防止対策を練っていたが,何度も起き上がり,意味不明な言語あり、 患者さん要因による事故
当直医師,事務当直,当直師長の援護も必要
マイスリーを服用させる｡全く眠る様子なく,主治医に報告し、アタＰ（50）1Ａ＋ＮＳ50ｍｌ,コントミン１Ａ
13586
＋ＮＳ５０ｍｌ×施行。全く効果なく、興奮状態強くなり、言語不明瞭にて、足元ふらつかせながら
ベットから降り、看護師の制止に対して、Ａ看護師は右腕、Ｂ看護師は左前腕部を噛まれる。
夜間透析後のHANPの検体をNsが検査室で分離機へ掛けた後、冷蔵庫保管であった事を忘れ1 業務手順、ルール、チェックの問題
検査項目を確認。手順のマニュアルを確認し行なう。
13587 名の患者さんの検体が没になった。患者さんへの影響は、再検、検査結果の遅れ、診断の遅れに
繋がる
夜間入院があり、胸部・腹部レントゲン・採血・検尿の指示が出ていた。検査ノートより、スピッツを ダブルチェックを行なっていなかった。忘れていた。正しい患者のエンボスを取ったつもりが、思い 声に出してまず一人で確認し、次にダブルチェックをする。慣れてきても。必ず他看護師（先輩看
作るも、他患者の名前でエンボスをしてしまう。そのまま、朝の採血で、採血をしなくてもいい他患 込みにより、他患者のエンボスを取っていた。
護師）にチェックしてもらう。
13588
者に採血をしてしまう。また、採血が必要であった患者には採血しておらず、他看護婦が「おかし
い」と思い、調べたところ、上記が発覚した。
夜間入院され安静中の患者様。Bａカテーテル挿入中であったが、自己抜去され出血を認めた。出 危険度の予測が不足していた
・Baカテーテル挿入せず自尿の状態を観察する ・上肢の抑制をする ・安静の必要性を繰り返し
13589
血は次第に止まるが、上肢は抑制をして観察した。
説明する
夜間入院の患者で、医師の指示は「禁食」であったが、オーダー上は食事が出ており、配膳の際、 食事一覧表を出力するのを忘れた。
医師へ指示どおり入力するよう依頼した。欠食の確認を食事一覧表と指示簿で確認するよう指導
本来、食事一覧表を印刷して看護助手に渡すところ、出していなかった。看護師は確認せず患者
した。
13590
に配膳してしまった。本人は吐気あり、食事は出来なかった。訪室し、配膳されていることが判明し
た。
夜間入院患者のＧＦ当直医より指示出る。翌朝常勤医師よりＸＰ指示あり。ＧＦ前にＸＰと指示あり 申し送りを全員が聞いていない。現状の送りは夜勤者と日勤者の各リーダーの送りになっている。 両方の伝票にメモ書きでもよいので、細かい送り、注意事項等は記入し、病棟ＮＳだけでなく、他
とＸＰ伝票にその旨の記入があった。看護リーダーはその送りから内線ＴＥＬの所にＧＦ前にＸＰと それに関わる人にわかる様な手段がとられてなかった。送りを聞くのはリーダーで検査等につくの 部署のスタッフにもわかるような手段をとる。リーダーはフリーに口頭で注意事項を伝える。
書いたメモを貼る。申し送りを聞かないＤＩＶ番の看護師がＮＳ室に戻ってきたところでＧＦに呼ばれ はフリー業務の看護師になっている。
13591
るもそのメモには気づかずＧＦにおろす。その際リーダーに声をかけるもメモを貼ったという安心感
から、その看護師にはＸＰを先にとは言わなかった。ＧＦの準備ができたと医師に連絡した。医師
がＸＰを見たいとＸＰ室にＴＥＬをし、まだ撮っていないことに気づいた。
夜間入眠せず体動激しく大声を出す患者様。ミトン、抑制帯をつけ、ベッドの片側を壁につけもう ナースコールがたびたび鳴り、その都度訪室していた。ナースコールがしばらく鳴らないようになっ 頻回の訪室による確認。ナースコールが鳴らなくなれば観察が必要である。
13592 一方を２点柵にし、さらに体を起こすことによりナースコールが鳴る『おきた君』を設置していたにも たことに気づき訪室したら転落していた。もう少し頻回に訪室していれば防げたかもしれない。
かかわらず、転落した。
13593 夜間排尿しようとしてベットよりすべり落ちる。
夜間の行動形態のの情報不足。
夜間は、意識がはっきりしていないのでベット上で排泄指導をするべきであった。
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具体的内容
背景・要因
夜間排尿時立位になるとふらついてしまい転倒する。翌日患者からの報告を受ける。バイタル変 患者の受け入れ不足。繰り返しナースコールの活用を促してできず。
化なし
夜間病室のトイレに行って、転倒される。病室の電気はついておらず暗かったとのこと。スリッパが 夜間の電気の調節が出来ていなかった。スリッパについての指導が不足していた。夜間の環境に
少し大きすぎた。
ついて看護師の認識不足。
夜間病室を患者さんがパンツ1枚で歩いているため、どうしたか尋ねるとトイレで転んでしまったと 患者様の部屋はナースステーションから一番遠く、目が届かなかった。前日、手術の為アタラック
話される。外傷はみられないが、腰部を打ったとのこと。主治医に報告する。患者様は転んだこと スＰやドルミカムを使用し昼間からよく眠っていた。
を恥ずかしがっているようで、どのように転んだのかはっきり分からず。
夜間不穏．体幹及び両上肢抑制をしていた。抑制をすり抜けて点滴を自己抜去している所を発見 観察不足
夜間不穏がありベット柵が上がったまま床に横たわっているのを発見する。
入院時の情報の不足があった。
夜間不穏があるために抑制をしていた。抑制を除去し歩行しているのを発見する。
抑制の確認がされていなかった。
夜間不穏で転倒した。
昼は落ち着いていた。
夜間不眠あり連日、眠剤服用で就寝。夜間（時間不明）寝返りを打った時ベッドから転落し、肩と腰 連日ベッド柵は使用していたが、この日は行っていなかった。巡視の際環境整備の配慮が出来て
を打ったことを朝の検温時、受け持ちナースへ報告があった。
いなかった。
夜間不眠で何度かポータブルトイレを自力で使用していた。途中ベッド柵を手で持っていることが 頻回にトイレに起きていた際、ベッド柵に左眉を打撲したと考える。
あり、危険な為ベッド柵を外し様子を見ていた。朝方4時30分頃から眠るが、朝左眉に発赤 腫脹
と２mm位の打僕跡発見、出血極少量認めた。ベッド柵に少量の血痕あり。6:28
BP=157/65mmHg、P=51
夜間不眠傾向の患者さんでギャッチアップ９０度で座位になっていたところ、４時過ぎ頃より傾眠傾 ２本柵しかしていなかったため。
向となり横に設置してあったポータブルトイレに転落。胸部打撲、腰部をひねる。ＸＰの結果異常な
し。
夜間眠剤マイスリー１Ｔ内服していただいた。深夜の勤務者と抗精神薬の確認時、クリアファイル クリアファイルから薬を取る時、ただ薬を取り出してしまったこと又、投与量の指示を見落としてし
に眠剤を1/２Ｔ内服と書いてあったがその指示を見落とし眠剤を１Ｔ内服してしまったことに気がつ まったこと。
いた。
夜間目が覚めトイレにいこうとして床に座っていたところ発見する。
歩行時ふらつきもあつたのでトイレの時は、コールをおすようにしてあった。
夜間痰の量が多く、経鼻栄養止めの指示が出た。２５日朝・昼まで止めの指示が出たため、前日 前日に貼ったポストイットが、何かのはずみで剥がれてしまった。
の指示受けの際、ポストイットに「２５日のみ中止」と書き、患者氏名、部屋名を記入し、時間毎板
に貼った。また、カーデックスに朝、昼止の件を記入し、申し送りを行った。翌日深夜リーダーより
止めているとの申し送りうけたが、その日の昼にたまたまメンバーより内服の件で確認を受けた際
に、貼ってあったはずのポストイットが剥がれているのに気付き、朝分の栄養が実施されているこ
とに気付いた。
夜勤で、浴室に用があり、行ってみると、ドアが施錠されていなかった。遅番の職員によると、日勤 日勤で帰る際、鍵の閉め忘れがないか、確認が不十分だった。
でお風呂の準備をして、施錠し忘れたとのことだった。
夜勤で薬を配った際、本人が寝ていた為患者様の奥様に渡した。朝服用したか確認するのを忘れ 確認不足
て、重複してしまった。
夜勤で薬出しをする時、プレドニン10ｍｇ内服していた患者様が、15ｍｇに増量されたのだが増量 確認の怠慢
分の5ｍｇはセットしたがそれまで定例でいっていた10ｍｇのプレドニンをセットしていなくて実際患
者様に5ｍｇしかいっていたなかった。薬出しをした時は薬の残数が合っているかどうか確認してい
たが10ｍｇ分のプレドニンだけ別にしてあったらしく、それに気付かなかったと思われる。
夜勤で夕薬を確認しているとき、ある患者様の定時についている酸化マグネシウムがついていな 確認が不十分だった。
かった。他の曜日のセット済の薬を見ると、やはり朝夕の酸化マグネシウムがついていない。確認
すると、夕薬が眠剤にまとめてついていたのでセットし直す。当日のマグネシウムは夕薬とＶＤＳに
服用させた。
夜勤のフリー業務をしていた際、明日のＤＩＶ（アミノフリード＋ソルトニン）を日勤看護師に準備さ 注射業務のマニュアル（日付,名前,内容,量の確認）の不徹底
れ、｢これを先に接続してください｣と送られたため、勘違いしてしまい接続した。点滴終了時に誤り
に気がついた。患者さんの状態に変化はなかった。
夜勤の業務多忙な時間帯であり観察が不十分となるため、車椅子に乗車し，車椅子抑制をした状 業務，労働体制上の問題
態でナーステーションで過ごしてもらっていた。他の看護師が業務をしながら観察していたが、安
全ベルトを金具ごとはずし、車椅子から前のめりに転倒した。
夜勤の巡視時、患者より「1種類薬の包装ごと飲んでしまい、のどがおかしい」と訴えがあった。医 ・PTPｼｰﾄ誤飲に関する知識がなかった（PTPｼｰﾄを１錠づつにしていた） ・患者への説明が十分
師に報告し呼吸状態問題が無いため、翌日耳鼻科に依頼。耳鼻科でははっきりしないため内視鏡 に行えていなかった。
下で確認。食道入口部にPTPｼｰﾄ薬発見。除去する。 患者は、退院前日であり、自己にて内服管
理をしていた。娘の面会があり、帰るというので見送りにいくため急いで薬を飲んだとの事。
夜勤の巡視時、訪室すると患者様が後頭部から出血した状態で、床にしゃがんでいる。トイレが間 観察やナースコール使用の指導が不十分だった。
に合わずベット横の床に放尿し、床が滑って転倒したとのことであった。当直医に報告し、診察す
る。ＢＰ ９４／４８mmHg 擦過傷 ７ｍｍにてイソジンゲンタシン処置する。
夜勤の薬を準備していると患者様の朝薬が眠剤ケースに入っていることに気づく。本日朝分を服 月曜日のケースセット時の注意が不十分だった。
用していなかったため、夕食後服用していただく。確認すると、1週間分全てが誤った場所にセット
されていた。
夜勤フリーで内服を作っていた。受け持ち看護師よりＢＰが低値となることある為血圧測定後に内 連絡不足
服いくように指示を受ける。ブロプレス（ＰＴＰシート）ファモチジン、アレビアチン（１包化されていた）
を服用していたが細粒シートにＢＰ測定後と書いてしまった為朝血圧測定後内服をいかないと思
い込み、？までとめてしまった。その後ｅｐｉ出現なし。夕方からの内服は通常通り内服している。
夜勤への申し送りの最中、血小板を２時間で注入する指示を、３時間で注入していたことに気づ
く。
夜勤看護師が夜勤の配薬（内服・外用薬）を準備する際に、翌朝のトレイに入れるべきホクナリン
テープを眠前のトレイに入れ間違えて準備した。（いつも二交代制の為に夜と朝の分の内服を同
時に準備している。） 間違えて準備したものを、別の看護師が確認せずに配薬（ホクナリンテープ
貼付）した。
夜勤看護師への２回目の点滴指示の申し送りと点滴準備を忘れてしまい、この日は１回の実施と
なり、点滴施行は遅れ遅れとなってしまった。患者に発熱はなく、特に変化はなし。
夜勤時、オムツを捨てに外の医療廃棄物置き場に行った。扉を開けようとしたら保管庫の鍵が鍵
穴についたままだった
夜勤時、パソコンにて採血表を出し、検体と検査内容を確認し、用意されたスピッツの通りに採血
を行ったが、４本のスピッツの内、１本は違う検査のバーコードが貼られており（止血検査のバー
コードを分離剤入りスピッツに貼ってあった）、それに気付かず採血を行った。

３０単位３時間で計算してしまった。指示受けした時は２時間と分かっていたが、滴下速度計算す
るときに『３』という数字が頭の中で混乱してしまった。
準夜に入る際に、準夜と深夜の処置や内服準備を一度に行っていた。その際に、朝ではなく眠前
のトレイにホクナリンテープを入れてしまった。眠前薬を分けるのを、準備をした当事者ではなく、
遅出の看護師にやってもらった。遅出の看護師は、朝貼るものだと知らなかった為、眠前のトレイ
に入っていたホクナリンテープを21時に貼った。
看護師間の未実施点滴の確認を一部連絡し忘れていた。未実施点滴を準備しておかなかった。
確認が不十分だった
採血前にバーコードラベルに書かれている検査とスピッツが間違いないか確認しなかった。
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改善策
夜間の排尿方法を変える。安楽尿器を体に巻き付ける。
夜間の照明について、暗すぎないよう看護師間で統一する。入院時スリッパについて滑り難いも
のを使用するよう指導する。
患者様に移動の際はナースコールを押すよう説明をする。
夜間の良眠が測れるように医師と相談し対策を検討する
転倒転落のリスク表を確認し対応策に沿って実施する。
各勤務帯に確認をする。
家族の協力、看護スタッフ。
睡眠剤を服用している場合や環境の変化などの場合は患者と話し合い、ベッド柵をする必要を理
解してもらう。更に巡視の際にも危険防止に気づける観察力と判断力を養う。
安全のためのベッド柵だが、状態に合わせ移動しやすよう工夫する。

夜間ギャッチアップ９０度の時は柵を４本つける。頻回に訪室する。
眠剤を取り出す時、眠剤に名前と日付けが書いてある用紙がついているので目立つ文字で半錠
と記入し、投与時は他の看護師と確認のもと指示量だけ投与を行っていく。
夜間行動のアセスメントをやるべきであった。
ポストイットを剥がれないよう、テープで固定する。又はその項目を書き直すなど確実な方法を選
択することが必要であった。

患者様が入っていないのを確認し、施錠する。施錠確認の大切さについて職員全員に説明する。
痴呆のある患者様には薬をわたさず、服薬確認を行う。
徹底

定時薬のセット時に必ず処方箋を見て確実に行う。

確実な注射業務の徹底を指導
現状維持がベター
ＰＴＰｼｰﾄ誤飲に関する指導（スリット線の意味・配薬時の注意事項）。患者への指導（薬剤科との
検討、入院患者の薬剤払い出しを分包にしてもらう。分包に出来ない薬に関しては、ｼｰﾄから必ず
取り出して服用させる）。ＰＴＰｼｰﾄの場合は、必ずｼｰﾄから取り出して服用させることを徹底。
夜間のトイレ誘導と巡視の徹底。夜間のポータブルトイレの設置。ＡＤＬ、体力維持向上をはかる。
病室検討。
繰り返しでもチェックを確実に行う。
手順見直し

指示の確認を、確実に行い指示を何度も読み、記憶に頼らない。第三者と確認を行う。
確認を行ったものが与薬まで責任をもって行うべきであるが、やむをえない場合は、与薬を直接行
うものが、確認をしてから行う。 カンファレンスにて検討予定。
点滴は遅れて実施となった。注射箋を照らし合わせる申し送りの際、思い込まず、確認を怠らな
い。注射箋の見直し作業を徹底する。
朝の申し送り前だったのでNSに報告し、みんなで注意するよう確認した。自分の仕事を責任もって
行う。
検体確認時、必ず氏名、検査項目を確認するよう指導した。

具体的内容
背景・要因
夜勤時間帯での胸部撮影で左右表示を誤った。そのまま「内臓逆位」の診断で所見書き出し。 後 左右表示間違いは重大事故に繋がるものであり、最重要チェック項目である。自覚不足以外の
13622 日、読影医が不審に思い再撮したところ、逆位ではなく「正常位」ということが判明した。
何物でもなく、周知徹底不足であった。確認が不十分であった。その他の教育・訓練に関する問
題。
13623 夜勤者と日勤者が連絡がうまくいかず、眠剤を過剰与薬していて事前に見つけた。
内服変更の申し送りがされてなかった
夜勤者より朝分の点滴はすでに終了していると申し送りを受ける。注射処方箋が変更となり、伝票 点滴を行う前にダブルチェックをしているがチェックの方法が不十分で時間までの確認をしていな
を古いものと差し替える。その日受け持ちであった新人看護師は申し送りを聞いていた為分かって かった。 新人看護師で新しい注射処方箋が差し替えられたことを十分理解していなかった。
13624 いると思っていたが、新人看護師は新しい伝票をみてまだ点滴を行っていないと勘違いし、点滴を
重複して行ってしまった。１日２回の点滴であったため、夜分の点滴は無しで様子を見ることとなっ
た。
夜勤帯からの引継ぎ時、２本目の点滴はつながっていた。ＣＴ検査、入院等があり内容確認がしっ 確認マニュアルの不徹底
かり出来ていなかったと思う。途中で内容が違う事に気が付いたが、３本目の点滴と順番が間
13625 違っていると思ったがラクテックとソリタＴ3の違いがその時にわかった。薬局の人が薬剤を補充す
る時にシールに書いてある点滴と実際の点滴が違っている事に気付き指摘を受けた。３本目の点
滴のシールが貼り間違えている事に気付いた時２本目をチェックするべきであった。
夜勤帯で１７時３０分にＢＳを測る患者様が３名いた。３名ともスケールがあり、そのスケールは３ 確認手順を守っていない教育不足
人共違うものだった。２人（Ａ・Ｂ）がスケールに引っかかり、インスリン注射をする患者様で１人
13626 （Ｃ）は様子観察の患者様。ＡとＢに注射する所、ＡとＣに注射してしまった。（Ｃに２ｕ打った）すぐに
病棟にいたＤｒに報告し、後日主治医に報告するようにと言われた。Ｃ患者様は眠前にも血糖測定
があり、測定した所正常範囲内であった。
夜勤帯でその日に注射するインスリンの注射伝票とオーダーをリーダーと処置Ｎｓがそれぞれ確 チェック時のペンフィル10Ｒ（10ー0ー2）の指示を見て注射伝票の記入を見た時、心の中で値を読
認し、注射伝票にチェックし、サインするマニュアルが当病棟にあります。内科受診し、インスリン みそれぞれ指で差し記入した値を追っていかなかったため誤った値にレ点の印をした事になって
の注射の量に変更があった。申し送りでもあり、自分のメモ板にも記入してあった。夜勤帯でマ
しまった。
ニュアルのようにチェックした時、新しく出されたオーダーを見て注射伝票にレ点の印を記入し、サ
13627
インをしたが前日までの指示の値の所にチェックをしてしまった。ペンフィル10Ｒの10に視線がいっ
てしまった。処置Ｎｓも別にマニュアルにそってチェックしたが気がつかず処置Ｎｓが前回までの値
を注射してしまった。（処置Ｎｓも見間違えた理由わかりません）ＢＳ値が下がってきており、それな
のに前回の値を注射し低血糖症状おこすおそれがあった。
夜勤帯で下膳するときに使用する、エレベーターのカギが所定の場所になかった。他の場所も探 職員が帰る前に、鍵を自分が預かっていないか確認しなかった。互いに確認しあっていなかった。
したがなかった。１６時にごみを捨てるため、エレベーターを使用した職員がポケットに入れたまま
13628 にし、白衣を洗濯するため自宅に持って帰ってしまったと、後に判明する。精神科であるためエレ
ベーターに鍵がかかっている。鍵の紛失は、カギを患者様が拾った場合に離院につながったり、
緊急時に使用できなかったりする恐れがある。
夜勤帯にておむつ交換のため訪室。交換終了後、衣服の弛みを直す為に右側臥位にした所、突 おむつ交換時、立ち位置（右側臥位がよいか、左側臥位がよいか）の考慮不足に起因するアクシ
然不穏（興奮状態）となり、その際ベッド柵に右手背をぶつけて表皮剥離（アメア）状態を呈す。Ns デントと考えられる。
13629 報告し、ステリーステップ固定 包帯にて保護してもらう。とっさの出来事だった為、対応取れず。
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夜勤帯になって抗生剤（セフメタ）開始の指示が他患者様にあり準備した。（口頭指示でＰＣ入力な
し）総胆管結石V/Oの患者様に夜間帯で行う分のセフロニックがあり、ステーション内に自分1人
だったので1人で確認し、点滴をつなげたが他患者様の抗生剤を間違って施行してしまった。薬10
ｍｌｄｒｉｐした時点で家族が気付き看護師に報告があった。患者様に副作用出現なく、主治医に報
告を行った。
夜勤帯に入り，ＥＰｉの減りが悪いことに気付き、三方活栓がクランプされていることを発見した。閉
塞はしておらず注入できた。前日の日勤者も夜勤者もそのことに気がついていなかった。観察不
足であった。
夜勤帯への交替時より患者様はシンドロームにて落ち着きがなく、抑制が必要な状態であった。
18時頃痛みの訴えとともに大声で叫びだし、体動が活発になったため痛み止めのオーダーである
ボルマゲン25ｍｇを持ってくるように他のスタッフに伝えた。2人でダブルcheck後挿肛した。その後
ボルマゲンを用意したスタッフに「1H前にも使ってました。」と報告され発見となる。記載されてるの
を見落としており、最終朝に使用したと思い込んでいた。ボルマゲンを使用後、V/Sに変動はみら
れなかった。Ｄｒは来棟時上申し、経過観察となる。
夜勤中、患者にノボリンＲペンを行ったが、そのままキャップを閉めてしまい、針を外さなかった。そ
のため、翌日、ノボリンＲペンを日勤者が使用しようとしたところ、キャップを外した時に、指に針が
刺さった。
夜診でのカルテ出しが遅い。整形の処置室で待っていた患者さんのカルテが来ず、その時点で、
４０分以上待っていた。すぐに医事課に電話し、すぐにカルテを出すように言ったが、いくら待って
もこず、取りに行ったらまだ出ていなかった。患者さんからは、「なぜ？」と言われ、「カルテがなか
なか出なかった」と謝りすぐに処置をした。
夜診帯に腰椎圧迫骨折の方で、ＣＴをとったらすぐ入院で上がりたかったが、ＸーＰが忙しいかった
らしく、できるのに４０分かかるとのこと。カルテの枚数を書くため、持っていくなとのこと。先に、患
者はあがったがＸーＰ袋と外来カルテが後で届くこととなった。
夜中にとんとんと音がするため訪室．患者は興奮状態であり、点滴ルートが外れ血液の逆流が見
られた
夜中に廊下に出ていたので、話をして帰室、臥床をしたことを確認した。40分後、ベッドから転落し
ていた。顔面、右手を受傷した。意識障害なし。徘徊が時折みられる。
夜中の急患の麻酔で心機能の評価の為、手術室で麻酔導入挿管後スワンガンツカテーテルを右
内頚より挿入した。このときシースを黒糸で一針かけ皮膚に固定するのをうっかり忘れて、挿入後
テガダームでばしっと貼り付けただけだった。（私はとめたつもりだった）翌日日勤のICUの担当看
護師が気付き、翌日担当の当直医に’縫っていなかったので改めて固定しときましたよ’と後日い
われたが、それでも確か縫った筈なのに、と半信半疑だった。もしもシースが抜けた場合には、大
出血する可能性とシースから投与される循環系の薬剤が正しく投与されない可能性があった。
夜中ベッドからトイレへ行こうとして転落
夜中痴呆痴呆有りの患者さまがトイレに行こうと思い廊下に座りこまれているのを看護師が発見
する。

改善策
左右確認の文書掲示、再度周知徹底を図る。.
申し送りの徹底・内服薬保管場所の確認
ダブルチェックの方法を再度確認、徹底する。新人看護師の教育。

徹底

徹底

インスリンの投与量が変更したら注射伝票を新しい伝票に切り換える。

ＯＴ送迎や配膳でのエレベーターの使用時は必ずエレベーターの鍵の所在を明らかにし、各自の
自覚と鍵を確認する。

マニュアルの不履行

本人の改善策：おむつ交換時、患者はテレビを鑑賞していた（熱中していた）為、右側にした際に、
鑑賞を邪魔される（テレビと逆方向に向けられる）と勘違いされたのではないかと思われる。声掛
けを行ってはいたが、イヤホンを装着していた為、聞き取れなかったかも知れない。テレビ鑑賞を
一時中断してもらい終了後に改めて観てもらう様によく説明してから作業を行うようにする。又、交
換時の立ち位置についても考慮する。（左側臥位なら不穏にならなかったかも）。
徹底

・業務マニュアルの不徹底 ・教育の不足 ・業務チェック、ワークシートへの記録の不備

再教育、業務チエック体制の強化

臨時指示の確認方法の不徹底

確認方法の徹底

ノボリンＲペン使用後のチェックの問題点

使用時のルールを遵守させる

スタッフが少ない上に、新しい人が多かった。

医事課に申し入れ

スタッフが少なかった。仕事を複数同時にしていた。

臨機応変に、融通をきかせるべき。

患者が興奮していた

点滴ルートの固定はテープ等で補強し外れないようにする

当日の患者情報では、ウロウロして落ち着かなかったとあったにもかかわらず、ちょっと落ち着い 巡視の順に優先度や、巡視の時間間隔の見直し。
ていたので巡視を後回しにしてしまった。大丈夫だと思い込んでしまった。
土曜の夜中（日曜深夜）の手術で体力的にすでに疲れ果てていた上に非常に眠かった。挿入時 声だし、指差し確認をする。麻酔前にコーヒーを飲むとか眠気予防をする。
のことは正直あまりはっきりとは覚えていない。

日中と夜中の行動パターンが同様であると見抜けなかった。膀胱訓練を終了しバルン抜去当日で 4点柵を固定する。尿意と尿意の間隔時間の把握。
尿意があった。患者さんはレンドルミン服用虫で入眠中だと思いびっくりした。
患者様に対する理解不足。
以前はマットを使用していたが、今回は使用していなかった。ナースコールをするように説明する。
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具体的内容
約1ヶ月半クリーンルーム入室中であり、拘禁反応と思われる言動がみられ、精神科受診してい
た。（リスパダール10ml/日内服）また、24時間モニターで観察していた。拘禁反応がみられる前に
使用していたカッターは危険なため回収してあった。13訪室すると、引き出しの奥の方から取り出
したという鼻毛切りばさみをもち、「じゃまだから切った」と、IＶＨルートが刺入部より20cm程はなれ
た所で切断されている。ルート内に少量血液逆流みられるが空気の混入なし。また、Ｂaカテーテ
ルのウロガードとの接続が外されていた。患者への影響は特になし。
約5時間の小児の心外オペで術後に両足外果に発赤を発見。術中､安楽枕やジェルマットを使用
し、ダブルチェックも行って、発赤予防にも努めたが、下肢が外旋位になっており、1×0.5ｃｍの発
赤ができてしまった。
約７時間、Aラインの加圧バックの中にヘパリンが混注されておらず生食のみ注入された。（生食５
００ｍｌにヘパリン２５０００単位）患者の状態には変化はなかった。
約束処方の内容が変更になっていた
約半年前の検査結果伝票が他の患者様のカルテに貼り間違えられているのを診察中にＤｒに言
われて気が付いた。
薬がテーブルの下へ落ちたので拾おうとしてかがんだらずるずると座り込み立ち上がれなくなっ
た。下肢痛なし。
薬が病棟に上がっていないとの事で出したが午後に見つかる
薬セット時１包不足していた
薬のセットを忘れ与薬をしなかった
薬のセット中、朝食後薬、レボトミン、アズノール2回分の与薬忘れを発見する。患者に特に影響は
なかった。
薬の引換券に２つの薬番号が記入されていたが、片方の番号の薬だけ渡し、もう１方の薬を渡し
忘れた。
薬の氏名を確認し、NSに手渡す。NSから患者様に手渡しされた後、飲んだのを確認して次の患者
様の薬の確認に移ろうとしたところ前の席の別の患者様から薬がひとつ落ちたと指摘をうける。机
の下を見ると白い錠剤が落ちていた。
薬の受付時、同姓同名の漢字違いの患者さんのカルテを出し処方された。薬がいつもと違うため
服用していなかった。後日、間違って処方した患者さんが薬の依頼にきて、先日出したばかりだっ
たので確認し間違いが判明した。
薬の準備をしている時に薬包の印字が違う事に看護師が発見し確認、薬の内容は間違っていな
いが、印字が違っていることに気づく。
薬の準備中に、出し忘れている薬があることに気付く。患者は病院の遠足に出かけて不在であ
り、結果的に用法がずれてしまった。
薬の処方が必要で、カルテに処方箋の控えがあった。その控えは両面に違う患者の処方が書い
てあり消してもない状態だった。処方時に裏面の患者の薬を裏面の患者に処方した。必要なのは
表面の患者の表面の処方であった。
薬の説明をするため病室に行ったが患者様が不在だった為、後で説明しようと思い薬を置いたま
ま退室した。後に説明に行ったときには患者様がその置いていた薬を飲んでいた。
薬の昼の分を与薬時フェロミヤとラジックスが入っていないのに気付く。本人に確認すると夕べ服
用したとの事。昨日配薬時に朝昼のところ朝夕に間違いに気付く。
薬の調剤ミス（３丁分を分２）
薬の投与時、患者様の口の中に入りきれず錠剤がこぼれてしまった。
薬の入力ミス プレドニン１錠朝食後１日おきに服用の所、プレドニン１錠朝食後と入力を間違えた
が、医事課からの問い合わせにより気づいて、訂正した。
薬の与薬セット箱に内服が終了しているはずの薬が残っていたが、もう飲ませているのだと思い
込み、内服済みかどうか確認しなかった。次の勤務の看護師に指摘され、前勤務者に確認したと
ころ内服させ忘れたとのことだった。
薬をナースステーションに置いていた。他患者の薬を間違えて与薬した。異常なし。
薬をホッチキスでまとめる時にリーゼをつけることを忘れ、3回分リーゼを与薬していなかったこと
に気づく。
薬を自己管理している患者様に明日からの定期薬をお渡ししたところ、今夜の１Ｐが残っていれば
よいのに２Ｐ、就寝時薬が残っていた。ご本人は、きちんと服用したとのこと。
薬を取ろうとして転倒した。後頭部打撲、耳創傷。CTとる異常なし。
薬を出しているはずが病棟より来ていないと連絡あり
薬を準備しておいたが、他の患者の転棟を行っていたら、忘れてしまい与薬できなかった
薬を床頭台に置いた際、他患者の分も置いてしまった
薬を配るとき間違えて2人に同じものを配ってしまった。胃薬だったため、患者さんは気分不快も無
くすみました。
薬を薬袋に入れる作業。薬の種類が不足していた。取りに来たのも本人でなかったのでその場で
は気が付かなかった。自宅に帰ってから本人が確認し気付く。直ちに不足分を補充して問題はな
かった。
薬液がなくなり、切り替えのため準備していた５％ＴＺ１００ｍlより５４ｍｌを抜くことを忘れて準備し
てしまった。
薬液の指示には4.25%とあったが、誤った2.5%を注液してしまった。
薬液を追加するためにシリンジに麻薬のアンペック５ｍｌ＋生食４５ｍｌを吸薬しベッドサイドに行っ
た。ベッドサイドでシリンジに延長チューブを付け、延長チューブの先まで薬液を満たしトレーに置
いた。患者様の点滴ラインを整理し、シリンジをポンプにセットしようとしたところ、トレーの中で薬
液がシリンジから流れ出ていた。シリンジ内には１１ｍｌしか残っていなかった。
薬液与薬の際、与薬量はワークシートできちんと確認を行い、量はまちがっていなかった。しかし、
ボトルに貼付するシールの確認を怠り、違う量の与薬量のシールを貼っていた。そのため患者の
不安が増強した。
薬外来担当医により、ダイドロネル錠(200mg/日)が休薬期間に満たないうちに２回（合計62日分）
処方された。 患者本人に電話で確認したところ、院外処方薬局の指摘により過剰な薬剤は本人
の手には渡っていなかったことおよびダイドロネル錠を過剰に服用していないことが確認できた。

背景・要因
・はさみがあったこと ・くり返し拘禁反応に対し、家族へ説明はいっていたが、薬のせいとの思い クリーンルーム入室時は物品を確認する。
込みにより理解がえられなかった。

改善策

下肢が外旋位になっていたこと

外果を浮かせるように安楽枕をかう極端な外旋位にならないように、安楽枕をかう

Aライン加圧バック準備時に混注薬品の表示をしなかった。申し送り時に他の点滴ルートの全体を
たどって確認したがAライン加圧バックは申し送り項目がない。
確認不足
伝票とカルテとのチェック不足、思い込み。

Aライン加圧バック準備・実施時に混注薬品の表示・確認をする。忙しいからこそ Ｗチェックの徹
底をする。 申し送り時に他の点滴ルートと同様にAライン加圧バックも申し送る。
確認
伝票を貼る直前に、伝票の名前、カルテの名前、カルテの番号のチェック、更に不安な場合には
検査日の確認をすることにより改善されるのではないかと思われる。
何かあれば、スタッフに知らせて拾ってもらうように説明する。

ご本人さんへの説明不足

同室の患者様の分間違い
確認の徹底
臨時薬の切り替え時であった事と、チェック表による確認不足
薬をセットする人と、確認をする人が処方箋を確実に見ながらチェックする
確認不足
・確認方法を確立する ・ワークシートを確認する
他剤と別包でホッチキスにて留められていたが、外れたものと思われる。内服準備時の切り忘れ、 内服薬準備の際、十分に注意を払い確認すること。
残しの確認ﾁｪｯｸの問題。
患者様が多く、混んでいたため慌てて薬を渡していたので、薬の引換券の２つの番号を確認でき 薬の引換券に２つの番号がある場合は、番号を読み上げること。混んできたら手伝いを頼むこと。
なかった。
どんなに忙しくても確認を徹底すること
確認が不十分だった。
患者様が薬を飲み込むまで確認する。服薬確認の徹底と患者様への説明、協力を得る｡
同姓同名注意のシールがカルテに貼られているが（両方とも）、カルテ出し、カルテチェック時に診 診察券を持ってきている場合は照合を確実に実行する。診察券を持ってきていない場合は電話番
察券のID番号との照合がされていなかった。
号・生年月日などで照合する。五十音順カルテ収納は同姓同名・類似名を間違いやすいので、カ
ルテ番号による収納が望ましい。
同姓のため確認が不足し思いこみであった。
コンピューター入力の際は必ず氏名をフルネームで一つ一つ確認する。また監査の際も処方箋、
薬袋、薬包の印字を確認を行なう。
業務手順の不備であり、終わった業務を見直す必要があったように思う。
業務の徹底を図る。
処方箋控えは両面に違う患者の処方が書いてあり消してもない状態だった。

使用しないメモの控えはわかりやすく×などで消しておくか、裏面は使用しない

新たに処方された薬を何の説明もなしに病室に放置してしまったこと。

新たに処方された薬は必ず患者様に服用の仕方、使用方法を説明してからの与薬をする。

チェックミス

ダブルチェックを確実に行う

確認不足
患者様の開口の幅が狭く、分包の切り口が大きかった。
急いでいたため確認不足であった。

確認の徹底
切り口を折って薬を片側に寄せて行えばこぼれることはないと思う。
入力後の再確認をきちんと行う

申送りで内服後血圧が安定したという送りがあったため、内服は終わっていると思い込んでしまっ 薬がいつからセットされているのかを確認し、気づいた時点で前勤務者に内服が住んでいるかど
た。
うか確認するべきであった。
業務手順の確認
確認不足

与薬時の十分な確認をする。
薬袋に表記してある薬剤名を確認し、薬をまとめる時は袋から薬を全部出してから行う。

前回お渡ししたときは一週間分の７包であることをご本人を看護師が確認したとこのこと。服用後
の空袋の確認が不十分だった。
退院当日で予想外の事故
病棟・薬局ともミスの不明
業務配分、できない業務については他のメンバーに依頼することの教育
確認不足
看護師2人で配ったために起こったと思われる

１包１包に日付を入れた。
１．食事配膳時投薬もセットする ２．移動時看護師を呼ぶ ３．履物の注意、筋力の評価は。
Ns・薬局とも確認の徹底
・業務の遂行能力の教育 ・経時的な業務終了チェック
３回確認のマニュアル徹底
薬は一人で責任もって配るようにしました

確認不足

十分な確認作業の実施

業務手順の問題点

Ｄｒからの調剤指示の中で一定量から減量して使用するような指示はなくように検討する。

指示箋の確認ミス。
・確認不足 ・プライミングの後そのまま流れ出るとは考えていなかった

確認作業の徹底、指示箋等の記載時には見やすい字を書くよう指導
三方活栓付きの延長チューブにしてプライミングの後は活栓をＯＦＦにしておく。麻薬の取り扱いに
は特に注意して行う。

シールの確認を怠った。

注射薬与薬前の確認を確実に行う。

知識不足

カルテの指示との確認

薬局から処方された薬を分包しようした際に、他の作業を優先したため、本来の作業がおろそか 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
になり、内科薬や臨時の薬を添付することを忘れてしまった。 服用前に他の職員が確認して、添
付されていなかったことに気が付いたため、特に患者本人に対して影響はなかった。
522

やり始めた仕事は、責任をもって最後までやり通す。病棟内で薬を添付する作業方法の見直しを
おこなう。 カンファレンスを開き、作業行程の方法を見直すことを検討する。
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具体的内容
背景・要因
改善策
薬局から調剤されてきた散剤の配合が処方内容と実際の薬剤で違うと思われた。セレニカＲ（顆 薬局サイドでの要因は不明。病棟サイドでは、薬セットの際に処方箋の確認不足があったと思わ 処方箋の処方内容の欄と調剤内容の欄との両方の確認の徹底。正しく調剤されてくるはずという
粒）とブロバリン（末）が一包化されてくるはずであったが、外観上セレニカＲのみにみえた為処方 れる。
思い込みはやめ、躊躇せず薬局への問い合わせをしていく。
内容に疑問をもった。
薬局から払いだされた翌日分の点滴薬剤の確認を、深夜勤務の看護師がしていたところ、ガス
薬局で注射箋をもとに調剤（セット＝1患者1トレイ）し、病棟にあげる前に他の薬剤師がダブル
現在薬局での作業マニュアルを分析・見直し中。
ター調剤のところエレメンミックがセットされているのを発見した。
チェックしている。確認作業に見落としやすい要因があるのではないか。
薬局から薬品を気送管で送られてこなかったため確認する。送ったとのこと、業者に点検依頼す 取り扱いの問題
取り扱いについて再度注意喚起した。
る。気送子のふたをきちんと閉めなかったため、つまったとのことであった。
薬局で、Ｄｒと内服薬を調剤し、病棟で患者様に投与しようとしたところ、アーラン１Ｔが薬袋に入っ 薬袋をテープで止めていないのを確認せずに持参してしまった。
他の職員に紛失したことを伝える。薬を運ぶときは、薬袋が正しく止まっているか確認する。
ていなかった。薬局からの道のりを全て確認したが見つからなかった。Ｄｒに報告して再度、薬を出
す。
薬局で調剤されてきた患者のトレイに、違う抗生剤が準備されてきた。実施前の確認で発見。未然 調剤マニュアルを作成し、実施していたが、徹底されていなかった。
マニュアルの実践を職場長から注意していただいた。
に防いだ。
薬局で発行された入院注射箋より調剤。生食100ml＋ノルアドレナリン2Aの指示を、間違ってノイ 薬局での上記2剤の保管管理場所が、同じ引き出しで並んで配置されていたことにより取り違えて 薬局でのダブルチェックが効果的でない。原因を調査中。
ロトロピン2Aでセットし病棟へあげてしまった。病棟の看護師から連絡があり患者へは実施されな しまった可能性が大きい。しかし、ダブルチェックしたにも関わらず誤ったまま病棟に上げてしまっ
かった。しかし実施された場合は、血圧の低下、ショック状態の危険があった。
た。
薬局にて入院患者の処方時にタケプロンＯＤ錠のところガスターＤ錠を調剤してしまった。患者に 祝前日の１５時過ぎで、外来・入院調剤と注射調剤とが分散し、業務内容が煩雑となる時間帯で 多忙時には業務全体を考えて慌てずに、手に取った処方せんを細心の注意で確認し調剤する。
は５日間服用させてしまったが、身体状況変化なく、同系の薬剤であったため、そのまま継続と
あった。 調剤待ちの処方せんが外来・入院とも多数あり、その中で取り違えたもの。
なった。
薬局は器械での分包システムになっている。定期薬の分包の中を担当看護師が数量確認してい 確認不足
お互い確認しあう。
たところ、薬のラベルが入っていたのを発見する。
薬局よりファンキゾン吸入薬（凍結）が上がってきたが、使用期限が２００３年１２月までであった。 薬剤の保管の問題点
薬剤管理の強化
薬局より上がってきた退院処方を確認中、プレラン０.５mgの指示が、１mgで上がってきていること 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
薬剤部内のチェック体制の見直し
を発見。薬袋にはプレラン0.5mgと記載されてあった。
薬局より新しく始まる薬が調剤された。実際の薬と違う薬が調剤され病棟へ上がってきた。それを ・時間外に薬剤師が調剤する場合、ダブルチェックできない分、どう事故を防いでいくかシステム 確認をおこたらない
患者に内服させてしまった。次の勤務者が来て、薬袋と中身を確認した所違う薬だと気づいた。患 検討。 ・病棟に上がってきたら、Nsもチェックする。
者への影響はほとんどない。
薬局窓口にＡ氏がＢ氏の処方箋と薬引換券さらに院外にて発行のお薬手帳を提示された。そのた 会計の段階で患児様間違いをしてると考えられる。患者様と共に薬の確認を行った為、間違いに 患者様への薬の説明を確実に行っていき、薬局で間違いにこれからも気づけるようにしていく。会
め、Ｂ氏の投薬内容で調剤したが、最後に内容をお薬手帳に記入しようとした所、お薬手帳の氏 気づくことが出来た。
計へ確認の手順を再確認するよう依頼する。
名と処方箋の氏名が違っていた為取り違えが判明した。時間外受付に連絡し、正しい処方箋を探
してもらい再会計などの処理を依頼した。
薬係で当日薬をセットしている時に患者さんの夕薬１包不足していることに気付く。
前日の薬係によるセットミスか。夕薬を昼に飲ませたか不明。
薬の残量を個人個人で確認する。
薬効は問題なし。色・量が違った。
・確認不足
ダブルチェック
薬剤（ペンレス）の患者への投与忘れ。
定期内服薬がなかったこともあり、患者の処方箋を未処理だった為、１枚別にしており、未投与に 定期内服の有無にかかわらず、必ず他の患者のペンレス処方箋といっしょにすることにより、定期
気付かなかった。
薬鑑査時に再チェックができる。
薬剤アレルギーが生じていたかもしれない。
患者が記載した問診表の確認ミス
アレルギーをカルテの表紙に必ず記載する
薬剤がなくなり、持続注入ポンプの注射器の交換を行った。その３時間後にチェックに行くと全く注 技術不足。持続注入ポンプは別のものに交換し問題のあったポンプはテストしたが問題はなかっ 交換後は、作動状況の確認に１５分から３０分以内に一度見に行くようにする。
入されていなかった。
た。
薬剤による脳症のため、プログラフ（免疫抑制剤）点滴が中止という指示が出た患者。１５時、日勤 プログラフ中止時、病室から点滴を取り出す、または張り紙をすることをしなかった。準夜看護師 薬剤による脳症の指示が出た時点で、看護師が本体を除去することを忘れないよう指導。メモを
看護師がプログラフの輸液ルートを外し、点滴のチェックリストに止めたことを記載し、退室した。そ に対し、口頭確認のみで点滴を再開した。
見ずにいいかげんな口頭確認をしないこと。免疫抑制剤の知識を持つこと。
の時、プログラフは点滴スタンドにつけたままで、外さなかった。１７時すぎ、放射線療法のため、
輸液を全てヘパリンロックし、部屋を出た。 １９時、放射線療法終了し、患者が帰室、準夜看護師
に口頭確認し、他の点滴と共に中止すべきプログラフを再開してしまった。２０時訪室した主治医
が気付き、その時点でプログラフを中止した。患者には異常なかった。
薬剤のうちの1種類が４錠４回から３錠３回に減量の指示が出ていたのに実施されていなかった。 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点
Ｄｒからの指示の確認をＮｓもしくは薬剤師が行うことにし、指示を受けた人のサインを行う。
５日目に気づいた。
薬剤の混入の際、40mg×２Aの指示のところ、１Aのみ混入した。
確認不足
確認ルールの徹底
薬剤の調剤時には処方箋記載事項投与方法・投与量・薬品名などの確認を行い調剤を行った
薬剤作用や保管を問題点とした類似名称・同一薬効の薬剤が多数採用されている点。物理的な 検薬時だけでなく病棟搬送用カートへの薬剤のセット時にも冷所薬品が入っていないかを再度確
が、その後に病棟搬送用カートにセットする際に冷所薬品である事の確認を怠り、冷所薬品のノイ 環境や設備上の問題点として、検査点・調剤時点でのフリースペースの無さによる常温薬品・冷 認する。 他職種・他薬剤師が何らかの形で気づきやすい方策を考え部署として実施するように依
アップを冷所保存の必要の無いノイトロジンを瞬間的に思い違いをし、常温にて病棟へ搬送されて 所薬品の混同、入れ間違いが発生しやすい点などが考えられる。
頼していく。たとえば、冷所薬品の袋に何らかのマークをつけるなど。
しまった。ノイアップは数週間程度は常温でも安定だが念のため冷所保存の物と交換をお願いし
た。
薬剤を他の人に一緒にして渡してしまった
業務上の問題
渡薬業務時、患者一人一人を区別できるように処方箋などで仕切る
薬剤を紛失していたのに気づかなかった。
薬剤の使用時の注意不足
薬剤は、所定の場所で準備し、正しい保管をする。薬剤の使用には、もっと注意を払う。
薬剤科で調剤し病棟に払い出した。病棟で薬袋から取り出し際薬包が破れていてこぼれていた。 どこかに引っかけて破損したと考えられる。
分包後直ぐに重量監査するのでなく、一包一包に目を通して確認する。
薬剤科より病棟に搬送され、内服の内容が確認済みのものが所定の場所に保管されていた。本 日付け間違い、思い込み
内服開始日を確認しカレンダーを確認する。他のスタッフに本日の日にちを確認する。
患者の内服開始日が15日であり本日は14日であるのが15日であると思いこんでいた。患者担当
の看護師に現在内服している内服と重ならない内服薬のみ（ルプラック）内服してもらうよう説明し
13時頃内服してもらう。その後今朝、ラシックスを内服していることに気づきルプラック内服にて、
利尿剤が重複してしまったことに気付いた。主治医に報告すると本日は14日であり処方開始日が
間違っていたことを指摘される。そこで、自分の日にち間違いに気付く。主治医にて回診され、昨
日より気分不快、嘔気、嘔吐あることからプリンペランを含む点滴が開始された。血圧は90代、気
分不快軽度あり。
薬剤科調製のＩＶＨのラベルを11日分と12日分を間違えて貼付した。
11日分と12日分を同時に調製をしていた
声だし確認
薬剤業務終了間近の時間帯に、Ｂ患者とＡ患者の薬剤監査を行った。双方の薬剤の共通点はビ 紙製薬袋が入れ替わっていた段階で、ビニール製薬袋も確認すべきであったこと。新人であること 監査時に間違いを発見したら、自分で解決するのみでなく、調剤者にも声をかけ監査台へ持ってく
ニール製薬袋（朝・夕）が２枚、紙製薬袋（就寝前）が１枚であった。最初、Ｂ氏の監査実施、ついで を考えず、監査を任せてしまったこと。
る前に確認するよう促す。
Ａ氏の監査を行った。その時、Ａ氏紙製薬袋に入っている薬剤がＢ氏の者であることに気づき、互
いの紙製薬袋を確認し中味を正しい薬袋に入れ直したが、ビニール製薬袋の中味は確認せず、
病棟で渡してしまった。病棟の看護師からの指摘で発見できた。、
薬剤作成時、希釈液を生食の指示を５％ブドウ糖で準備、投与した。
指示確認不足と思い込み。
投与の指示票と確認の徹底。
薬剤師Aが退院時処方のフルメトロン点眼薬を間違って、ヒアレイン点眼薬を投与してしまった。監 ・２つの点眼薬は同じ列に並んでおり間違いやすい ・３人の薬剤師が関わっているが、誰も気が ・規格が似ている薬剤は同じ列に置かない ・監査のチェックシステムについて再検討 ・呼称して
査を実施した薬剤師Bも気がつかなかった。退院時服薬指導をした薬剤師Cも気がつかなかった。 ついていないのはチェックシステムのあり方に問題があると考える ・２つの薬剤は同一規格であ 確認する
後日患者様より指摘があり間違いがわかった。
る
薬剤師がセフメタゾンキット１ｇの請求に対し、セファメジンキット１ｇを補給した。看護師も気がつか ・薬剤師の確認不足 ・看護師の確認不足
・薬剤師･看護師共にダブルチェックする
ずそのまま実施した。次の日に看護師が準備する時、注射伝票と薬剤とが違う事に気がつき間違
いが発覚した。
薬剤師が血液センターより血小板を受領した際ロット番号を間違って記入した。病棟看護師に血 血液センターより受領した際、他の業務が重なり多忙であった 薬剤師と看護師のダブルチェック ダブルチェックの際、必ず声に出して確認するが、集中してみていないとお互いに見逃す危険があ
小板を払いだす際、２人でダブルチェックを行ったが気がつかなかった。病棟にて看護師２人がダ の際、集中してみていない １年未満の薬剤師と１年未満の看護師であり、経験不足
るので、伝票の番号と血液についている番号を集中して注意深く見る。
ブルチェックをする際、番号が違う事に気がつきアクシデントに至らなかった。
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具体的内容
背景・要因
薬剤師が指示されたカタボンＨｉとカタボンＬｏｗを取り違えて準備した。看護師実施の再確認の
・薬剤の採用や保管の問題点
際、間違いに気がつき、準備をし直し、指示されたカタボンＨｉが施行された。注射箋がページ替り
で2日、3日、4日カタボンＨｉ5ml/ｈｒ.の指示があった。前項では28日からカタボンＨｉが5ml/ｈｒから
3ml/ｈｒに減量になっていたので、用量の記載ミス又は変更忘れかも知れないので、数字は記入し
ないで数字の欄は空白にしてml/ｈｒとラベルを作成した。施用時に迷わないように注意を促す為に
数字の欄には鉛筆で○を大きく書き、指示が出てから看護師が書き込めるようにした。注射箋を
見て「カタボンＨｉを」と薬剤師が言い、助手が準備したカタボンＬｏｗに、他の薬剤師がカタボンＨｉ
のラベルを貼った。その際注射箋を確認していた薬剤師が、用意された薬剤がカタボンＨｉである
事の確認を怠った。１７：３０分から会議があった為気があわてていた事と指示が確定しないのに
（疑義照会の答えが出ないうちに）準備をした為、ラベルの記載方法のほうに気をとられてしまい
注意力が散漫になった。通常の業務手順・「注射箋を確認している薬剤師が、薬剤の確認」を実施
していれば防げたミスであったと思われる。
薬剤師が水薬調剤時に、別の患者様のラベルを貼ってしまった。病棟へ払い出し、看護師が間違 薬剤師の確認不足。ダブルチェックになっているのに監査が出来ていない。
いに気づき返品される。再調剤後病棟へ補給される。
薬剤師が点滴準備時にソルデム3A200mlの指示に間違ってソルデム3A500mlを患者トレイに準備 喘息発作時の当院での通常の指示内容が、ソルデム3A500mlに気管支拡張剤とステロイドの点
し病棟に配薬。深夜勤務の看護師は確認作業のとき気がつかなかった。注射担当看護師も確認 混であるがゆえ、思い込みがあった。
したが気がつかず実施。受け持ちも準夜勤務者へ引き継ぐときまで気がつかず、4本中の2本目ま
で実施。主治医報告し、3本目から200mlへ変更。点混の内容は誤りがなかったので、患者の状態
に変化はなかった。
薬剤師が病棟からの注射処方箋を見間違え、セフメタゾンのところセファメジンをセット。監査でも セフメタゾンとセファメジンは字が不明瞭だと読み違えしやすい薬剤だった。
見逃されて病棟に上がった時点で看護師が気付いた。
薬剤師にセットしてもらっている薬のボックスに、本来はアダラート１錠とハイペン１錠が入っていな 薬剤師の配薬したものを信じて確認を怠った。
ければならないが、アダラート２錠だけが入っていた。朝急いでいた為伝票を確認しないで患者さ
んに渡してしまった。血圧の下降は見られなかった。
薬剤準備中、前日分が残っていたので前日の勤務者に確認すると、胸腔内注入と思い施注しな 業務手順確認
かったことが判明、１日延長し施注するよう許可指示あり。
薬剤情報の錠剤が散剤として発行された。患者より指摘あり再発行する。
業務手順確認
薬剤情報提供書において、ｍｇ数を間違って入力してしまった。
入力と確認を同一人で行ってしまった。

改善策
業務手順の徹底

薬剤師によるダブルチェックの徹底
マニュアルが実行されているのか…。職場へ注意喚起のみ。

処方箋をきれいな字で書く。読み間違えないように再確認する。
配薬ボックスも必ず確認を行なう。
点滴指示板の確認の徹底。思い込みで行動しない。

パソコン入力時の再確認の徹底。
調剤監査同様、薬剤情報提供書のチェックにおいても、自分で用意したもののチェックは他のス
13716
タッフにおこなってもらうこと。
薬剤情報提供用紙を打ち出すときに、患者のID番号を間違えてしまったことに気付かず薬袋の名 業務が多忙であったため、薬剤情報提供の打ち出し、薬袋の記載、鑑査時それぞれで確認をおこ カルテと薬剤情報提供用紙、薬袋すべての名前を確認するようにする。手順をきめていないので、
13717
前を書き間違えたまま出してしまった。
たってしまった。
徹底する。
薬剤部からＩＶＨのミキシングした点滴が上がってきたので、ラベルと伝票確認したところ同姓患者 業務手順の確認
十分に伝票と薬剤患者氏名を確認する。
13718
と名前の間違いに気づいた。
薬剤部から納品前に病棟で、抗生剤の点滴で薬品名ばかり注意していたので、２Ｖを１Ｖしか溶解 業務手順の確認
薬品名、量の確認。
13719
せず準備していた。
薬剤部より払い出された内容の間違い。アスパラＫとＫＣＬが間違ってトレイの中に入っていた。
薬剤部では人員不足のためダブルチェックができていなかった。
個人に指導した。業務改善は人員の問題があり難しいため、今までどおり看護師とのダブルチェッ
13720
クを行っていく。
薬剤部窓口で、患者さんに院外処方箋を渡すときに、違う患者さんの院外処方箋を渡していた。 窓口で複数の患者さんを呼んで渡していた。
薬局窓口には複数の患者を呼ばなく、患者様の氏名の確認を徹底する。
13721 院外処方箋を持っていかれた調剤薬局で、患者さんのお薬手帳と院外処方箋の名前が違ってい
てので判明した。
薬剤名の似たもの（1号・2号の違い）を取り違え、投与した。
伝票と薬剤との確認不足。
遮光用のビニールをかぶせていたことも要因で、きちんと薬剤名を意識的に見て伝票と照らし合
13722
わせる。 また、いいタイミングで更新できたことに気をとられており、注意が不足していたことか
ら、確認の時は、冷静であるように心掛ける。
薬自己管理での服薬時、昼食後に朝食後薬を服用してしまった。Ｄｒ報告。夕食後薬で調整するよ 服用時、間違いのないように声かけしたが、患者自身が思い込み朝食後薬を服用してしまった。 服用前のチェック、薬包に日付を入れるなどの工夫が必要である。
13723
うにとの指示あり。患者様には特に異常なし。
薬自己管理中。17:30に昼食後薬が残っているのを発見する。本人、昼は母と面会室で面会しな 薬自己管理中の患者様の残薬確認は1回／1日であるので、昼食後薬の服用の確認が出来な
残薬確認を毎回(毎食後等）行なうと、かえって自主性を妨げてしまう危惧もある。今回のような
13724
がら食事を摂ったので薬を飲み忘れたとのこと。患者は精神的に不穏も無く、落ち着いている。
かった。
ケースもありうることは十分念頭においていく必要がある。
薬自己管理中の患者様。昼食後に朝食後の薬を服用。服用後の看護師の確認で発見。主治医 自己管理で、自分で薬を出して自分で確認をし、服用後に看護師が確認することになっていた。 再度、自己管理の患者様には確認を行ない、今後も注意深く関わって行きたい。一度の間違えで
13725
報告。夕食後薬と次の日の朝食後薬の調整にて対応。
服用前にも看護師が確認する手段が必要だった。
消極的になるよりも、この機会を更なる意識付けに結び付けて行きたい。
薬袋に患者名の印字を間違えた。看護師に指摘され訂正したが、その後も記載間違えをして監査
思いこみで確認が不足していた。
処方箋と薬袋を声に出した確認する。
13726
時に発見する。
薬袋に記載されている薬剤名と実際の薬の照合が確認不足のため、薬袋の入れ違えがあった
多忙であり、監査すべき処方箋が蓄積されており確認が不足であった
監査する処方箋が多ければ、他の薬剤師に頼むこと。また、なるべく薬袋の順番を変えないで調
13727
剤を実施すること。
13728 薬袋に点眼との印するところ再出力で錠剤と印字された。
不明
薬袋印字の再確認
13729 薬袋の記載ミスを看護師が発見する。
処方箋の患者名の確認不足。検薬者の確認不足。
薬袋作成者、検薬者は処方箋を指さし呼称で確認する。
13730 薬袋の記入が間違っていた。入院の投薬だったため、患者に渡る前に看護師に気づいてもらう。 一度記入ミスに気づき、書き直したつもりが間違った薬袋にいれてしまった。(確認不足)
薬袋に入れる前にもう一度声にだすなどして確認するようにする。
13731 薬袋の氏名が旧姓になったまま病棟に上がり看護師が気がつく。
旧姓患者の対応策を立てる。
婦人科病棟は特に旧姓が出てくるのでパソコン入力時によく確認する。
薬袋の中から薬をセットするときに定期薬が切れる為に薬袋を出して、一緒に処理してしまった。 セットする時点での確認を怠った。
確認不足
13732
薬係りに指摘されて気がつく３日間内服することができなかったDrに報告する。
13733 薬袋の入れ間違いがあった。
午前中の忙しい時間帯であったため、確認が不足であった。
薬袋番号の照合を十分確認すること。忙しい時間帯は特に注意・集中するよう心がける。
13734 薬袋の名前を一字書き間違っていた。
うっかりミスであった。
書いた袋にミスがないか、もう一度確認をする。
13735 薬袋名前記載ミスに気付かず、病棟から連絡を受けた
確認不足
新規で薬袋を書き直した場合、患者名をよく見て監査する
薬入れの袋から薬を取る時、小さい薬袋の内服注入を忘れ、日勤の看護師が残薬に気付いて遅
薬をよく見て確認しなかった。
忘れているものはないか、最後に注入時確認する。
13736
れて注入した。
薬品作成指示が２種類出ていたが、思い込みで１種類しか準備していなかった。直前に気付き準 勘違い、確認作業の怠り。
確認作業の徹底。ダブルチェック・声だし確認の励行
13737
備をした。
薬品名しか確認せずに患者様のベッドサイドに点滴ボトルをもっていった。末梢挿入前、挿入中に 確認不足 点滴施行中にナースコール（ハンディナースコール）に対応した。
患者様の確認は決められた通りに患者様に名乗っていただき必ず行う。点滴などの処置にまわる
ナースコールあり、ナースコールに気をとられていたため、患者様に名前の確認を怠った。末梢挿
時はナースコールに出ることが出来ないことがあるので他の看護師に対応してもらうように依頼し
13738
入後すぐにナースコール対応のため退室した。退室後すぐにナースコールあり、名前が間違って
ておく。
いるとの指摘あり。（点滴内容はＫＮ３Ｂ ５００ｍｌで同じ内容であった。）
薬物中毒にて胃管チューブ挿入して入院となった患者が２１時訪室時に胃管チューブを自己抜去 緊急入院であり患者・家族も動揺が見られた。チューブ挿入の必要性について説明不足だったと 状態が落ち着いた時点でチューブ挿入の必要性を説明し了解をとるようにする。家族へも協力を
13739
している所を発見する。
思われる。
お願いする。
薬歴にラコール３Ｐ ３×１４日分としてつけ、規格（ｍｌ）を入れなかった。Ｄｒに確認すると、１Ｐ（４０ 思い込みで、規格の確認が不十分であった。
処方箋に規格量の記載がない場合は、必ず確認する。
13740
０ｍｌ）のつもりで処方したとのことであった。
13741 輸液１０００ｍｌの指示を１５００ｍｌと処置板に転記し準夜看護師が間違えに気づき訂正した。
リーダー見習い看護師が指示受けをした。指導する看護師の確認が不足していた。
リーダーの指導者は最終責任を持ち確認の徹底。指示受けは転記しない方法で検討する。
輸液アミノフリードは、本来隔壁を開通させ、使用すべきであるが、開通せず患者に施行。不穏が ・準備する者、施行する者の確認方法。 ・準備から施行するまでの経過時間により準備方法が 開通した事が一目瞭然に分かる様、色がつくなど製薬会社と連携がとれないのか。
13742 ある患者様の為、昼間は車椅子に座ってナースステーションで観察中、他のナースによって発見 異なる。
その他 次のシフトの輸液を準備する時、部屋番号、診療科、患者名、開始時間を
され、残り４００ｍｌを開通・混和し施行する。
記入するが、隔壁は開通していない。
短時間で使用する時は、開通させて準備。
13715
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具体的内容
輸液が終了するまでの間の作業をしていた所､輸液が終了しドレーンが閉塞した
輸液セットの滴数設定で１９滴／ｍｌを１５滴／ｍｌに設定したため、予定時間が延長してしまった
輸液チャートとシリンジに貼るラベルの薬品名が違っていたが、チャートを見てその通りシリンジに
13745 薬品をつめ,その誤ったラベルを張りベッドサイドへ置いた。そのままシリンジは使用され、準夜勤
と深夜勤の交代時にそのことを発見された。
輸液の指示が5.7ml/ｈから4.7ml/ｈに変更になるも、変更前のまま３時間経過して気付いた。
13746
13743
13744

13747
13748
13749

13750

背景・要因
観察不足
確認不足
ラベルとチャートとの相違を見分けられなかった。ラベルのチェックを怠った。

改善策
輸液ポンプがついているからと安心せずに時間を見計らって次の輸液を準備する
輸液ポンプの作動時はセットし退室するときに再度確認する
声に出してチェックを行う。

変更の指示は、受けてあるものの作業が中断したため、うっかりしてしまった。

指示受けした時点で、他のメンバーにも情報伝達すると同時に、作業中断時には振り返りをしてか
ら、業務にはいる。
マニュアルの徹底

輸液の滴下速度を調整した事を引継ぎの時に聞いておらず、準夜勤務で点滴確認したときは滴 確認不足 引継ぎの際の情報交換不足
下数を見ていなかった。20時に点滴更新時間になって初めて予定残量が合わず滴下数を確認し
て指示量に設定されていない事にきずいた。その結果残量が100ｍｌ多く残ってしまった
輸液ポンプでイノバンの微量点滴中、設定流量やラインのセッティングが正しくされていたのに、大 輸液ポンプの整備不良
量のイノバンが輸注された。
輸液ポンプにて生食１００ｍｌ+塩酸モルヒネ１Ａを２４時間Ｋｅｅｐの指示変更があり、４速でセットの 看護師が単独で操作したのが原因（ルール軽視）
はずが計算間違いをして１速でＤｒｉｐしてしまった。翌日日勤帯で看護師が気付き、医師に連絡し、
確認の元、ＰａｉｎコントロールＯＫのため、１から４速へ変更して様子を見る。
輸液ポンプのアラームがなったので病室を訪れると輸液完了のアラームが鳴っていた。そのた
標準化がされていなかったため、実施されても不思議に思わなかった。
め、クレンメを止め電源を切り｢ハンプ｣と書かれたテープを持ってナースステーションに戻った。医
師のカーデックスには｢ハンプ５Ｖ＋Ｎｓ５０ｍｌ｣と書かれていた。私は、ハンプは蒸留水で溶くもの
だと知っていたが｢こういう方法もあるんだ。｣と思いハンプ５Ｖと生理食塩水１００ｍｌを用意し、先輩
看護師に「生理食塩水を抜いて溶きますね。」と確認をもらったため生理食塩水１００ｍｌから注射
器で５０ｍｌ抜き、残りの生理食塩水５０ｍｌでハンプ５Ｖを溶解した。その後、患者の元へ行き、輸
液ポンプを設定しなおし輸液ポンプを再開した。
輸液ポンプのアラームがなり訪室すると患者が末梢ラインのシュアプラグ回路を噛みちぎってい 患者が不穏状態で、精神科に副科依頼が出ておりフォローアップしてもらっている患者であった。
た。アラームは、そのときに過負荷となり閉塞アラームがなたものと思われる。しかしすぐに対応で 脳梗塞の既往があり、患者は痴呆もかぶっている状態であった。
きたこと。不穏患者に対して、ライン挿入部を包帯で覆う・確実な固定・感染予防も兼ねて接続は
ずれの起こらないようにシュアプラグ回路を使用していたことなど対策が取れていたので、被害は
最小限に抑えられた。またインサイト・スリップコネクター・シュアプラグ（単品）・シュアプラグ回路
の順で接続していたが、スリップコネクター・シュアプラグ回路の間に三方活栓でなくシュアプラグ
（単品）をつけていたことで、脱血しなかった。またシュアプラグが本当に脱血を予防したのか疑問
になり、確認したところ一定の圧が加わらないとルート内の補液は動かなかった。より多くの場面
で、活用されればと思い報告しました。

輸液ポンプの点検。 輸液ポンプ始動後も正常に作動しているか確認する。
ポンプ使用時、流量変更時も看護師２名で確認する。
・ハンプは蒸留水で溶くよう標準化した。 ・標準表を作成し使用部署に掲示した。

輸液ポンプのアラームがなり訪室すると患者が末梢ラインのシュアプラグ回路を噛みちぎってい
た。アラームは、そのときに過負荷となり閉塞アラームがなたものと思われる。しかしすぐにライン
交換の対応できた。 不穏患者に対して、ライン挿入部を包帯で覆う・確実な固定・感染予防も兼
ねて接続はずれの起こらないようにシュアプラグ回路を使用していたことなど対策が取れていたの
で、被害は最小限に抑えられた。またインサイト・スリップコネクター・シュアプラグ（単品）・シュアプ
13751
ラグ回路の順で接続していたが、スリップコネクター・シュアプラグ回路の間に三方活栓でなくシュ
アプラグ（単品）をつけていたことで、脱血しなかった。今後考えられるのはインサイトに接続する
スリップコネクターは50以内が包帯で隠れ、日々のケアにも支障をきたさないと考える。またシュア
プラグが本当に脱血を予防したのか疑問になり、確認したところ一定の圧が加わらないとルート内
の補液は動かなかった。一応業者に確認する必要があると思うが、ほぼ間違いなく脱血が防げる
と思う。
輸液ポンプのアラームが鳴ったので、部屋に戻ろうと立ち上がる際に、滑って前のめりに転倒す
患者が輸液ポンプが突然なり、慌てて行動した。足が床につかない高さの椅子に座っていた。輸
輸液ポンプのコンセントを抜いたままにしない。アラームが鳴っても慌てないように患者・家族に説
13752
る。アラーム音がしたので行くと、座り込んで泣いていた。
液ポンプの充電が切れた。
明する。アラームが鳴ったら速やかに駆けつける。
輸液ポンプのアラームに気づき訪室すると患者はベッドの下に座り込んでいた。下肢骨折のため 安全管理に対する認識。教育の問題あり。
眠剤服用患者は特に注意を払い夜間状態を把握。（転倒転落のリスクやルートの自己抜去など）
13753 ギプスをしたままで架台は外れていた。末梢静脈点滴ルートは抜けてリネンなど血液で汚染され
ベッド柵を確認し４本使用する
ていた。眠前に睡眠薬マイスリーを服用していた。ベッド柵は左右１本ずつ使用していた。
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟのｱﾗｰﾑ音で訪室すると、立位の状態で、「髭でも剃ろうかと思って、もう６時やろ」。左前 転倒・転落のアセスメント、予防策（ベッド周辺の環境整備）が不足している。
転倒ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策、ケア計画の立案（ﾍﾞｯﾄ柵を２柵から４柵へ
13754 額部に3cm大の皮下血腫あり、「転んで打った、どこで打ったか分からん、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟか洗面台の
変更、ベッド周辺の環境整備）。
端かも知れん」と話される。医師へ報告。意識ﾚﾍﾞﾙなどの経過観察の指示。
輸液ポンプのバッテリーが切れ、警告音がなっており、再設定する際に伝票の変更指示を見落と 確認作業の不履行。思い込み。
作業手順の再確認、記載伝票等の正確な確認作業の徹底。
13755
し、当初の設定値にしてしまった。発見後医師に報告、出血等の症状は現れなかった。
輸液ポンプの気泡アラームが鳴り、ルートの気泡を取り除いて再度セットした。その後もアラーム ・朝の慌ただしい時間であり、焦ってい対処していた。 ・アラームに対応した後の観察が不足して 輸液ポンプのチェックリストを作成する。
13756 が繰り返し鳴り、他の看護師が確認に訪室したところ、血液がルート内に逆流していた。輸液セッ いた。
トを慌ててセットした際、向きを逆に器械にセットしていた。
輸液ポンプの気泡混入・閉塞アラームが鳴ったため、原因を除去しようと輸液ポンプのドアを開け 輸液ポンプのドアを開ける前にクレンメを閉じる、輸液ポンプ操作は中断しない、という輸液ポンプ 輸液ポンプの正しい操作が習慣化するまで、15時の定時交換時に先輩看護師が操作手順を確認
た。その時、患者よりトイレが待てないと言われたため輸液ポンプのドアを開けたまま排泄介助を 操作時の基本が守られなかった。事故防止対策としては、操作ミスを防ぐため院内で使用する機 する。
13757 行った。排泄介助後、輸液ポンプを確認したら点滴ルートがポンプから外れており、ドブトレックス 種を統一し業者によるオリエンテーションの実施、基本的看護実践マニュアルによる知識の強化、
50mgと生食50mlが全開で滴下していた。心拍数が100回／分から140回／分へ増加したが、1時 さらに新人に対しては輸液ポンプを使用した実技オリエンテーションを実施しているが行動に結び
間後には通常に戻った。自覚症状の変化は見られなかった。
ついていなかった。
13758 輸液ポンプの誤作動で、30分間薬剤が投与されていなかった。
患者本人が頻繁に携帯電話を使用している
自己判断せず、アラーム音や数字が消えていることがあれば知らせるよう説明する。
輸液ポンプの積算量のみがカウントされ輸液が入っていないことを発見した。訪室時に輸液ポン 確認不足
輸液ポンプを使用して点滴を行う時はポンプの作動のみでなく、実際に滴下しているかどうかを目
プの作動と輸液ボトルの確認をした所ボトルの輸液量が減っていないことに気付いた。ポンプのド
で確認する。
13759
アを開けて点検しようとしたところ点滴ラインが落ちてきたため点滴ラインがしっかりセットされてい
なかったことがわかった。
輸液ポンプの積算量は増えているのに、点滴の量が減っていなかった。輸液ポンプのチューブが 深夜1時に持続点滴のボトルに線の印をつけた。2時過ぎには輸液量の減少は少なかったが、時 輸液ポンプの取り扱いについて再度学習する。巡回時は、機械に頼らずボトル内の減量を確認す
13760 クランプするところからはずれていた。
間40mlの滴下の指示のため、不信には思わなかった。輸液ポンプの取り扱い方は指導されてい る。
たが、確認が不十分であった。
13761 輸液ポンプの点滴速度が少なかった。
指示箋の確認不足。
勤務交代時は複数で確認する。
輸液ポンプの流量設定を６ml/ｈの指示に対して10ml/ｈにセットして実施した。
ＭＲＳＡ（＋）の部屋だったので、室内持込を最小限にしていたため注射箋を暗記してセットして間
記載したもので確認する。
13762
違えた。
輸液ポンプより２種類の点滴ラインを外し、全身清拭を行い、終了後、輸液ポンプを取り違えて再 不適切な判断、確認不足、不注意、うっかりミス、急いでいた
確認の徹底とともに、注射薬剤を２剤併用しているときは、輸液ポンプと輸液ラインにそれぞれの
13763
装着した。２時間後、取り違えに気づき修正した。患者さんの状態に変化はなかった。
薬剤名が記載されたテープを色違いで貼ることにした。
輸液ポンプを2台使用持続点滴中の患者にCT検査のためポンプを外し自然滴下の状態で検査に ・受け持ち看護師が、他の業務で手が離せず別の看護師が接続した。 ・指示書の確認せず、思 ・指示書の確認 ・輸液に滴数の記載 ・ダブルチェック ・適正な業務配分
13764 搬入した。帰室時、ポンプに接続の際、輸液本体側は70ml／ｈ、側管側は20ml／ｈのところ、確認 い込みで接続した。
せずに逆に接続した。受け持ち看護師が訪室時気づいた。
13765 輸液ポンプを違うルートにセットしてしまった
ｾｯﾄ後の確認ができていなかった。
ｾｯﾄ後の確認方法を再強化
輸液ポンプを使用して持続輸液を実施している患者のＯ時更新時に１日２本、１時間８３ｍｌでセッ ・輸液ポンプ操作の知識不足 ・輸液ポンプの使用状況の確認と観察不足 ・輸液ポンプ使用時 ・作業マニュアルを早急に整備 ・輸液ポンプの取り扱いについて再教育
13766 トするところを１日１本、４２ｍｌでセットしていまい、深夜看護師も気が付かず、日勤看護師が点滴 の作業マニュアル不整備
の残量が多いことに気が付き設定の間違いを発見した。
輸液ポンプを使用しヘパリン入り点滴を９ｍｌ／ｈで注入していた。アラームが鳴ったため訪室する 患者様は輸液ポンプのアラームが鳴ることへのストレスがあった。患者様は見よう見まねで自分 輸液ポンプを交換した。患者に医療機器に触らないことを伝えた。
13767 とポンプのドアが開きクランプが開放されたままで、約３０ｍｌ位一気に輸液される。すぐに指示通り で操作した。 輸液ポンプのアラームがよく鳴っていた。
の設定に戻した。医師の指示で凝固能の検査を行う。

525

13768

13769
13770
13771
13772
13773
13774

13775

13776
13777
13778

13779

13780
13781

具体的内容
輸液ポンプを使用し毎時２５０ｍｌ滴下予定で設定したが、輸液セットの設定を間違えていた。本来
は１９滴／ｍｌと設定すべきところが１５滴／ｍｌとなっていた。点滴は９時３０分より開始し、途中、５
００ｍｌの点滴を２回接続したが、時間がかかり過ぎている事に気付かなかった。１８時３０分、準夜
勤務者が病室巡回時に気付き指摘された。２本目の点滴にはＣＤＤＰ３０ｍｇが混入されていた
が、患者に影響はなかった。
輸液ポンプを使用中。パトロール直後に警報がなり、ポンプのコンセントが抜けかけていた。（バッ
テリー切れ）
輸液ポンプ使用持続点滴中の妊婦が、トイレへポンプを押して行き病室のベッドサイドまで来た
時、輸液ポンプが固定台より外れ患者の前に落下した。輸液セットが抜け落ちたが、患者には全く
影響はなかった。
輸液ポンプ使用中、１１時交換だったのだが９時に終了してしまった EL3号500を使用して濃度設
定は生食で合わせていた
輸液ポンプ使用中の患者の点滴が落ちきってルート内まできていた。追加するまでの間、ポンプ
アラームが鳴らないように、時間流量を６０ml/hrから１０ml/hrに下げ、点滴を追加。時間流量を下
げたことを忘れ、１５時から、１７時の間、時間１０ml/hrで点滴されていた。
輸液ポンプ使用中の患者様の清拭後下着交換時、３方活栓部をOffにしたままして、2時間後ア
ラームが鳴り気づいた。
輸液ポンプ使用中の点滴交換時、滴下設定を誤って押してしまい気付かずにいた。明朝回診時、
医師が気付き発覚した。
輸液ポンプ実施中、気泡アラームが鳴ったのでその対処を行った。約１時間後に再度、アラーム
がなり病室に行くと血液がラインに逆流していた。この時、気泡アラームの処置中にラインを逆に
接続したことに気がついた。直ちに医師に報告し、ヘパリンにて閉塞を解除し持続点滴を再開し
た。
輸液ポンプ注入更新時、尿道バルーンの固定水を入れるところに注入チューブが接続されている
ところを発見する。
輸液を更新した。次に抗生剤を施行するため訪室し、輸液を確認したところ輸液が間違っているこ
とに気付いた。
輸液種類（フルカリック２号のところを１号）を誤り、ベッドサイド申し送りの際に気づいた。すでに９
０ｍｌを滴下していたが、２号へ即交換。
輸液終了のアラームが鳴り、見にいくと、全く残量が減っていなかった。扉を開けてみると、セットし
てあるルートの下半分がちゃんとはまっていないまま、扉をしめてあった。点滴再開し、スムーズに
滴下することを確認。主治医に報告する。指示に従い、0時から１２時の点滴にかえる。結局１２時
から２４時までの点滴（フルカリック2号、強ミノ１A）はほとんど入らず、破棄することとなる。
輸液終了時指示確認したところ、利尿剤の指示に指示受けサインがなくリーダーに確認、指示は
受けていないと分かり利尿剤を入れる。
輸液速度１ｍｌ／ｈで設定したシリンジェクターの速度が、２ｍｌ／ｈに変更されていた。追加時確認
の際は正規速度であったが、残量確認時（８時間後）変更状態を発見。
輸液調整のためクレンメを全開にするが、その後他の業務に気を取られ戻すのを忘れてしまう。
一時間後に訪室すると終了していた。
輸液内にトランサミンを加注しなければいけないところ、隣に置いてあったネオフィリンを入れてし
まった。他の看護師が空アンプルを見て発見。
輸血 ＡＢ（＋）ＭＡＰを１００ｍｌ １０ｍｌ／ｈで点滴投与する予定が、ＡＢ（＋）ＭＡＰと生食を（１単
位）１６５ｍｌ １０ｍｌ／ｈで点滴投与した。
輸血 ＡＢ（＋）ＭＡＰを１００ｍｌ １０ｍｌ／ｈで点滴与薬する予定が、ＡＢ（＋）ＭＡＰと生食を（１単
位）１６５ｍｌ １０ｍｌ／ｈ点滴与薬した。

背景・要因
作業マニュアルを遵守していない。輸液ポンプ使用時に使用説明カードを読んでいない。輸液ポ
ンプ設定後に指差し確認をしていない。１９滴／ｍｌの輸液セットが使用されている。

改善策
個人指導。指差し確認の励行。新人看護師のＯＪＴプログラムの検討。輸液セットの規格統一につ
いて検討依頼。

パトロールでは輸液の滴下や流量は確認したが、コンセントまで確認しなっかた。

コンセント・プラグはロック式のものに変更する

・患者への始業時の確認 ・定期的な固定確認

定期的な確認

ポンプ点検も異常なく、注入中の観察を怠っていた。

EL3号をポンプ使用中は20%で設定するようにした

早く追加しなくてはいけない、他にもやることがあり、焦っていた。また、伝票を持たず、混注した薬 追加したあとに、時間量の確認を行う。アラームが頻回に鳴るからといって、時間量をむやみに下
剤のみをもち、点滴を追加したためにおこった。また、追加時に、時間量の確認をしていなかった。 げたりしない。
作業終了後、ラインを確認しなかった。

作業終了後は必ずラインの確認をする手順を遵守する

輸液ポンプの状況確認を怠った。

点滴交換時、点滴残量チェック時、必ず流量・滴数・自然滴下・気泡の有無を確認し設定し直す。
カルテ記載することを徹底し、カンファレンスで話し合った。
アラームが鳴ったら、その際にラインを全て（点滴パック？患者に入っているかどうかまで）を確認
する。 個々のレベルに合わせた教育と指導を行う。

輸液ポンプのアラームに対する対処方法が不完全。また、その後の確認も不完全。

誰がいつ接続したか不明。観察・確認不足によるもの。

固定水注入口にビニルテープをはり接続できないようにしておく。確認の徹底。

輸液が並んでいた。確認しなかった。

手順を遵守する。三度の確認を行う。

チェックの問題点。

輸液準備者、実施者の再度確認の徹底。

・セット時に、扉を閉めてから、もう一度空けて確認することになっていたが、行っていなかった可 ポンプでのトラブルが多いということで始められたシールの活用や、セット時の手順を正確に行っ
能性がある。 ・日勤帯から準夜帯への残量の申し送りをすることになっているが、なかったこと。 ていくよう一人一人が注意する。病棟で決められた申し送りを確実に行ない、お互いにもっと声掛
・準夜帯で残量、滴下のチェックを怠ったこと。
けをしていく。 ポンプだからと油断せず、訪室するごとに残量、滴下の確認を行う。最近、病棟
でポンプのトラブルがなかったため、これを機にスタッフに再度啓発していく。
指示を出した時に医師が指示棒を入れリーダーに伝えていなかった。
病棟の約束事を医師も看護師も守る。情報の伝達を確実に行なう。
医療用具の保守管理の問題点 業務手順、チェックの問題点

管理体制について、病棟スタッフ全員で再確認し、再発防止について話し合いをした。看護マニュ
アルの厳守。
緊急時の処置（口頭指示）で、準備時と施行時のダブルチェックができていなかった。
急ぎの場合でも、可能な限り処方箋を発行してもらい、用紙とアンプルを声を出しながら照合す
13783
る。
指示簿をリーダーと二人で確認したが、１単位と思い込んでいた。また、ＭＡＰの請求が１単位だっ
指示簿をよく読み、理解したうえで実施する。
13784
たため、投与量も１単位と思い込んでいた。年齢に相応した量の算出の考えが無かった。
ＭＡＰ１単位＝おおよそ１００ｍｌのものと思い、パック内の血液（ルート内）を全て吸引するために、 知識不足があった。小児の場合の輸血の施行方法について今回認識したため、次回から確実に
ＭＡＰを吸引終了後、生食を吸引したため、トータル１６５ｍｌとなったが、それで良いと思っていた。 指示量施行できるよう意識する。
13785
また、ＭＡＰなど血液製剤を余ったものを破棄してはいけないものと思っていた。（そういったものを
破棄した経験がなく、当然全て投与するものと思い込んでいた。）
輸血2単位のオーダーあり。クロス終了後16：30から開始。輸血実施看護師は検査室から1単位づ 実施者は看護記録に「2単位開始」と記録をし、患者担当の夜勤の看護師に「2単位」という申し送 病棟の冷蔵庫は血液製剤保管に適した温度ではない事をマニュアルに追加し、看護室に血液製
つ2袋を病棟へ運び、1単位を患者へ実施。後1単位は病棟の冷蔵庫に入れた。患者担当の別の りはしたが、あと1単位は冷蔵庫にあることを言わなかった。夜勤の看護師は、2単位一袋のもの 剤を置かないことを徹底させる。
13786 看護師は、一袋が2単位のものと思っていて1袋1単位終了で終わらせてしまった。翌日検査室
を実施したと思い込んでいた。血液製剤は病棟でストックしないことになっているが、勤続年数の
（オーダーリングシステムのチェックにより）から1単位が実施入力されていないと連絡があり冷蔵 短い看護師たちには伝わっていなかった。
庫に残っているのを発見した。主治医連絡し、残りの1単位を実施。患者に影響はなかった。
輸血が必要となり、ＭＡＰ２単位を手順どおりダブルチェックを行った。病棟用の伝票は本人のカル 手順どおり、輸血を行ったのは良いが、入院と重なり行った行為で終わってしまい、伝票の存在を 他の行動と重なっても、伝票、書類の所在をきちんとしなければならない。
テに挟んだが、残りの伝票を他の患者のカルテに挟んでしまった。患者さんがＩＣＵに転棟となり、 わすれてしまっていた。
13787
ＭＡＰの伝票がないということになり、発覚した。転棟後すぐに発見はできなく、準夜帯で発見しＩＣ
Ｕに連絡した。
輸血セットを接続すべき所を輸液セットを接続してそのまま輸血施行してしまった。
患者が転棟前であること、チームのスタッフの人数が少なかったこと、確認不足だったこと、初め 落ち着いて輸血実施すれば、以前に正しい方法で輸血施行したことがあるので正確に行うことが
13788
ての１週間通してのリーダーであり自分自身がいっぱいであったこと。
できたと思う。
輸血のクロスマッチを行い、その後血液箋に書かなければいけないのを、輸血型、不規則抗体の 輸血検査以外の業務も平行して行なわなければならず、他の事に気をとられて確認を怠ったこと ・輸血検査中はできるだけ輸血検査に集中するようにする ・薬剤部に提出する前にもう一度記入
13789 有無のみを記入し、主試験・副試験の結果を書かず薬剤部に提出。後日、薬剤部より記入漏れの が原因と考える。
もれがないかを確認する ・上司にも記入もれのチェックをしていただくようにする
指摘がありそれに気付いた。主試験・副試験の結果は陰性であった。
輸血の為ＦＦＰ溶解していたが、湯の温度が熱すぎた為蛋白変性を起こし、１単位分使用できなく 注意不足。輸血を使用するに際しての基本的知識不足。
薬品、血液の使用に際しての基本的事項の再確認。
13790
なってしまった。
輸血の指示があり開始となる。輸血中は補液を一時中止という指示を忘れ、同時に２時間投与し 指示の見落とし、確認不足。
確認を確実に行い、今後は指示を受け実施する。開始後も一通り他の投与中の点滴も確認を行
13791
てしまった。
う。
輸血の指示が出た。クロスマッチ採血・血型表を検査室に持っていった際患者様が双子のもう一 カルテに貼っていあった血型表を患者様のものと思い込んだ。期限済みの輸血は不要な時点で 双子の検査結果をカルテに張る時他者と確認をする。
13792 人の物と判明。サイド、確認しようと思ったが、本人の血型表が見当たらない。４日前に輸血したの 破棄する。患者の名前が決まっていないとき（特に双子）の検査結果貼るとき注意し確認する。
を思い出し、冷蔵庫を開けると破棄されずに残っていた。本人の血型表もあった。
輸血の準備時、輸液ポンプ用セットを使用したため滴下せず発覚。
輸血用ｾｯﾄとポンプ用セットが幾分類似している。保管場所が隣接している
テルモ社に情報提供し包装の改善をお願いする。各部署保管場所を明確にする。接続できないも
13793
のにする。
輸血の発注があり、検査技師が対応した。輸血の到着予定と合わせて検査技師が検査科に出勤 輸血発注と受領時の連絡方法の間違い
手順マニュアルの周知不足
13794 し、管理当直に連絡すると、管理当直者より看護師長への連絡漏れを指摘されたが連絡者は管
理当直者が行う手順になっている。
輸血バック内に空気が入ってしまい輸血を破棄した。
手技の問題がある
輸血セットをＭＡＰのバックから抜かず、ルートのつまりがどこか確認する。ＭＡＰのバックをクレン
13795
メで止めて対応する。ＭＡＰ施行時のマニュアルを再度、委員会・リスクマネージャ会議で確認す
る。手技の徹底を行なう。
輸血ポンプの滴下速度、４１．６滴/hを８４．７滴/ｈで設定してしまった。その後、発見までに１１時
夜勤時とはいえ確認・観察不十分。
設定時には二人で確認するようにする
13796
間経過しており。残量確認が不十分であった。
13782

滴下速度の管理不十分。確認作業の不備。

シリンジェクター設置時の手順の再確認と、追加時輸液速度設定のダブルチェック。

526

13797
13798
13799
13800
13801
13802

具体的内容
輸血ルートのセット交換時にフィルターをはずし普通のルート交換をする。後日ルート確認を行っ
たときフィルターがなかったためセット交換する。
輸血を4単位施行することになった。輸血2単位2パック来ており，夕方より2単位のみ開始し準夜
の看護師に報告した。しかし，準夜の看護師は2単位のみで終了だと思い終了してしまった。後で2
単位残っていることに気づき遅くに残りの輸血2単位を施行した。
輸血を実施するために輸血セットを準備しようとし輸血セットを取ったつもりが違うセットを取りその
まま血液パックに装着し医師によって実施されてしまった。
輸血を本来２単位実施する指示であったが、当日に４単位実施するものと思い込み、翌日のキー
プ分もあわせて４単位実施してしまった。患者の病態には変化はなかった。
輸血依頼時の血液型間違い
輸血開始、指示の出た患者のクロスの結果と輸血用血液を医師とチェック後、輸血を開始、その
後２パックめを医師の立会いなしに施行した。
輸血時のセパセル使用忘れ

13803

輸血申込の場合は「輸血申込書」」を記入し輸血部に提出することになっている。輸血部に届いた
輸血申込書に血液型記載ミスがあった。輸血部では記載に間違いがないか患者の輸血履歴をパ
13804 ソコンで確認し照合している。その結果何度か輸血歴がある患者でＢ（＋）のところをＡ（＋）と記載
されていた。血液型記載ミスは輸血部で発見され訂正されたため患者への影響はなかった。

背景・要因
知識誤り。マニュアルの不備。

改善策
輸血ラインのマニュアルを作成し、各部署に配布した。

報告が不十分で準夜の看護師に伝わってなかった。また日勤から準夜の交代する時間に輸血が 繰り返し報告し、相手にきちんと伝わったか確認する必要がある。また、次の更新物がどこにある
始まり，準夜も一年目でカルテをみていなかった。
か伝え、詳しく報告する
・確認不足 ・思い込み

自分の行動を一つ一つ確認して行動する。

輸血部からの払い出しの伝票に間違いはなく、当事者のミス（思い込み）が原因。

実施前のダブルチェック

オーダー時の確認問題
輸血開始時に必ず医師が立ち会わなければならない事を知らなかった。

確認方法の徹底
輸血の手順をしっかり把握する.

MAPに輸血セットした人と、患者に実施した人が異なるなど、誰かがきちんと責任をもてないような 輸血施行時、番号だけでなく、他の項目も確認することの徹底。勤務帯をまたぐ時は、次の勤務者
状況になっていた。日ー準夜へ勤務をまたいで実施されるなど不手際があった。施行内容をその も指示を確認する必要があるか検討。
まま信用してしまっていた。
・輸血申込書に医師が手書きで転記しなければならない状況にある。 ・医師が記載後、看護師に ・現状は転記をしなければならないため、輸血申込書を書く医師及び指示をとる看護師がカルテ
よる指示取りの際記載ミスが発見出来なかった。（カルテに貼付してある血液型伝票やパソコンか 貼付の血液型伝票やパソコンの検索による照合を確実に行う。 ・輸血部によるチェックの防護壁
らの検索を怠った） ・医師の多重業務の中、カルテに貼付してある血液型伝票の確認やパソコン に依存する意識を改め、異型輸血の危険を高く認識する。 ・血液型の履歴がパソコン上容易に
からの確認作業のため見間違いや漏れが生じる。 ・輸血部でのチェックが入るため血液型記載 確認できる電子カルテシステムの検討。
時の危機意識が低下している。
指示した医師と実施した医師が別であり、NS・医師共に確認不足であった。デスフェラールは要事 指示した医師が実施できるようにシステムを変更した。
購入の薬液であり、手書きのため指示を画面で確認できなかった。
朝の指示受けの時点で医師に声かけをしていたら、余裕を持って、伝票を書いていただけたと思 薬剤と血型は目に入っていたが、しっかりとは伝票を確認できていなかった。輸血の場合は、看護
う。医師の横にいたため、IDを確認し合っていればミスを防げれた。処方箋・伝票を受け取った時 師同士でもダブルチェックをして血型を確認してから伝票を流す事になっているが、それができて
に、ID・患者の名前を確認していなかった。
いなかった。医師がIDを機械に通す前に、医師と看護師とでIDのダブルチェックをするべきであっ
た。

輸血前に、デスフェラール１AIVの指示があったが見落として準備したため、回診の医師が輸血施
行する際、デスフェラールをIVしなかった。指示は回診した医師のものではなかった。
輸血伝票（FFP）と血漿分画製剤処方箋（ベニロン）を医師から手渡しでもらった。医師が患者のID
を機械で印刷しているのを横で待っており、名前を確認せずにそのままメッセンジャーボックスに
13806 いれてしまった。30分後、血漿製剤が届いたが、患者本人の元ではなく、他患者に届いたため、ID
が違う患者の名前で印刷されていたことがわかった。輸血検査へは、その時点で電話連絡をし、
違う患者の伝票で流してしまった事を報告し、すぐに正しく書き換えた伝票を流した。
輸血予定の患者さまの血液検査のＦＡＸ中間報告書の血液型に正式報告書との不一致があっ
ＦＡＸ送信システムと自動分析機のオンライン化ができていないため、技師が手入力をする必要が 転記・入力ミスを防ぐためにも、検査システムの早期更新を検討する。
13807 た。手入力項目のデータ入力の際ＦＡＸ送信用のシステムに誤ったデータを入力してしまった。
ある。ふだん慎重でミスをしない技師であるが、いくら気をつけてもやはりミスは起こってしまう。
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輸血用製剤を緊急出庫する際に、名前を間違って入力した。

当直中の緊急事例で、通常とは異なる方法での対応になったため、一時的にパニック状態にな
り、確認を怠った。
幽門側胃切除術中の患者さまに使用していたＣＲの針と持針器がメーヨ板に返ってきた時に、自 針入れをメーヨ板に置いていた事。自分以外の人に器械を触らせる状況を作った事。針カウント
分は器械台の方を見ており、メーヨ板の方を見たときに第２介助のＤｒよりメーヨ板の針の付いた持 があった事より、第二介助のＤｒが初めに見た持針器を自分が針入れに針を入れたのを見ていな
針器を持ったが、次に見たときに針が付いていなかったと報告あり。メーヨ板の回りや器械台、床 かった為、次に見たときに針がないと思い込まれたのかもしれない。
などを探したが見あたらず、術後レントゲンにて腹腔内に残っていないか確認したところ、レントゲ
ン上残っていなかった為、退室した。 その後針入れ(針紛失時はメーヨ板に置いてあり、蓋なしの
小さな瓶)の中の針と針が入っていた入れ物とであわせて針カウントをしたら針の数は合っていた
ため、主治医へ報告した。
夕からインスリンの単位が変更になると前勤務者から申し送りを受けた。指示シートをみて１７時４ 確認不足（指示シートの日付を確認しなかった）
０分にノボリンＲ１０単位を皮下注射した。勤務終了時の翌日１時頃に指示シートを見直していたと
ころ指示シートの日付が１日前のものであることが分かった。正しい指示シートをみるとノボリンＲ
１４単位の指示であったので医師に報告した所、１０単位に変更したのでそのままで良いといわれ
たが１４単位の入力はされておらず再度医師に確認すると主治医が医師と看護師の連絡表に変
更の知らせを書いたのみでコンピュータへの入力を忘れていたことが分かった。結果的に正しいイ
ンスリンの量を患者様に投与することは出来た。
夕から抗生剤が変更の指示が出ていたが、引継ぎの時間と重なり、変更前の指示を実施してし 指示受けが不十分（実施記録表に中止とかかれていなかった、処方箋も変更されていなかった）。
まった
引継ぎの時に処方箋を手渡さなかった。
夕のラウンド中Ａ病室で検温しているとＢ病室から「あぁー」という声とドタッという音が聞こえてき 患者要因
た。その為訪室すると患者様がベッドサイドへ転倒していた。患者様は尻もちをついた様な感じで
倒れており、トイレへ行こうとしたという事だった。ベッドへ端座位にならせ、バイタル測定し、Ｄｒへ
報告した。頭部は打撲しておらず、レベル低下なし。
夕の注入用の準備として注入用の薬剤を入れた注射器をトレイに入れて床頭台の上に置いた。 業務多忙の中、配薬時の再確認を怠った為、ディスポ内の薬はあっていたが双方の患者の部屋
数分後別のＮｓが他の患者様の物であることを発見し交換した。薬剤を入れた時は名前を確認し を間違ってしまった。複数のスタッフで確認をするべきであった。
たが病室に持っていく際、名前の確認を怠った。
夕の点滴を準備する際、一日一回の分を気づかず準備し他のナースも気づかずセットした。セット 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
したもの患者に投与した
夕の内服トレーを配膳車にのせ配薬を行なった。同姓の患者の薬が間違って配膳されているのを 夕の内服を準備した者と、配膳した者が違う、同姓のため名字しか確認できていなかった。
患者に指摘される。
夕の内服薬の与薬漏れ
薬杯ボックスに2名のみ夕の分取り忘れてしまった
夕の内服薬開始を見落とし投薬できず翌日気づく。
ナース2人で投薬準備を行なっていたが途中コールがあり中断したため見落としをしてしまった。
夕の薬を１患者１袋にまとめたところ、１名分がなく、他の誰かの分に入れてしまったことが分かっ 患者氏名の確認が不十分であった。
たため、夕の分を全てやり変えた。
夕よりビオフェルミンＲ３ｇが分3で処方されていた、翌日の日勤で受け持っていた際、昼の注入を ＭＲＳＡの隔離部屋でありフローシートを持って入れないので確認を怠った。
忘れていた。翌日の日勤者に前日の昼の分の薬が残っているを指摘され投薬忘れに気づく。
夕食にビニール片(1cm×0.7cm）が入っていた。患者様本人が発見し、報告を受ける。直ちに、患 どの段階でビニール片が入ったかは不明であるが、調理･盛り付け･チェック等で発見できなかっ
者様･病棟に謝罪をした。
たことが今回の一件の一因である。
夕食に出て椅子に座っていた患者が何らかの思いで立ち上がったときに足がもつれるように椅子 自力歩行していたが、ふらつきもあり歩行不安定な患者さんであるため、食事する場所の設定や
の足にひっかかるように左側に転倒する。外傷見られないが、足全体を痛がって立てないでいる。 デールームに移動して食事してもらうタイミングについて考慮して、ゆとりをもって介助していく必
当直医師に連絡し、チーフと一緒に診てもらうが、その時には腫脹や圧痛もなくバイタルも安定し 要があったのではなかったかと思われる。
ている。動かそうとすると痛がるが、上半身起こして夕食は全食する。その後畳の上に布団で休ま
せる。翌朝のオムツ交換時より、大腿部に腫脹みられる。日勤帯に入り熱感、発熱があり、外診と
なる。
夕食に毛髪らしきものが入っていると患者から看護師に連絡がある。患者が食べた後のため毛髪 盛りつけは時間的に余裕なく異物混入の可能性はある。
はなくどの食材に入っていたか断定出来ない。
夕食の「もやしとほうれん草の和え物」の中に、「針金のようなもの」が混入していた。
厨房では、金タワシは使用しておらず、金ざるかまたは食材に混入していた可能性もあるが、原因
特定できていない。
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一項目ずつ確認を行うこと。
器械管理は手洗い看護師の責任となるため、自分以外の物に触らせないように訓練することが必
要である。また、メーヨ板の上に針入れを持っていく習慣をなくすことや、針が多くなってきたら、蓋
付きの針入れを出してもらう、針の所在を明らかにする習慣をつけるなどをし、針の紛失の可能性
を少なくするように考え、行動していく。

指示シートは日付もきちんと確認する。指示変更があった時は特に前後の指示シートとも照らし合
わせて確認する。Ｗチェックを確実に行う。

上記手順の実施
観察強化環境整備

今後も３回の確認を徹底し他のスタッフにも確認を依頼する。
点検・確認を二人で行う
確認を怠らない、準備した者が配薬するようにする。
確認不足 2度3度の確認徹底
最後まで投薬準備を2人で行なう。
ナースステーションで混合するのを止め、各患者様のベッドサイドで混合する。
薬が変更になったり開始になったときは、必ずカルテを見直してメモをするようにする。
調理･盛り付け･チェック等の段階ごとに注意を払っていく。
ふらつきのある患者さんを隣と間のゆとりのないテ－ブルに向かわせないで、時間をずらしてみる
か、カウンタ－にむかってもらうようにする。

始業時の白衣の点検、服装について注意を喚起する。
器具の破損した物は使用しない。食材は十分に洗浄し、異物がないことを確認する 盛り付け時
にも細心の注意を払う。

具体的内容
背景・要因
改善策
夕食のお膳の中にまつげが混入していると患者さんが発見。どこで混入したのか過程がわからな
調理時のキャップ、ローラーでのふき取りと顔の周りへの注意も必要であった
調理人に顔の回りを触らないよう指導した。
13824
い状況。
夕食の下膳時、食堂の棚の上にいつのものかわからないが（その日の夕食の内服は口の中に入 看護師もしくは家族が下膳時は気づかず下膳した。忘れてしまいそうな患者に確実に口の中に入 下膳時の確認と忘れてしまいそうな患者へは確実に内服してもらうようその手で口の中に入れる。
13825 れて内服した）夕食後の内服薬が置いてあった。
れていない。また下膳時の確認のミス。下膳されてきたもので内服やその他患者に必要なものが
入っていたら看護師に食堂から声をかける風土作りがされていない。
夕食の蕎麦摂取中に患者様が誤嚥する。顔面蒼白、チアノーゼが見られる。すぐに患者様をテー 食事介助が数名いたが、見守り、観察が行き届かず、気がついたときには全身チアノーゼを呈し 全体を見守る人と誰が、どの患者様を介助するか事前に決めておく。
13826 ブルに乗せ逆さにし、タッピングする。口の中から蕎麦をかき出すと徐々に回復する。バイタル
ていた。蕎麦にしては、職員の人数が不十分であったかもしれない。
チェック、ＫＴ ３５．５度 Ｐ ８３ ＢＰ １５３／９１。Ｄｒに報告する。
13827 夕食の時間になったため病室より患者一人で歩行され転倒する。患者には特に症状なし。
患者の歩行状態の観察ASレベル・バーセルなどの評価に問題ではないか
再度、評価し歩行状態を観察
13828 夕食の煮物にソラマメが入るはずであったが、加熱しすぎてしまい使用できなかった
技術不足
業者の教育指導
夕食の全粥食、キャベツのお浸しに長さ６ｍｍから７ｍｍの細くて黒い、まつ毛らしき物が入ってい お浸しの中ではなく、上に乗っていたようで、調理、盛付けの後に落ちた物と思われる。
なお一層注意して作業をするように指示をした。
13829
た。
夕食の内蓋にビニール片（９．５ｃｍ×４ｃｍ）が付着していた。
配膳後、付着したとは考えにくく、以前にビニール片が付着された状態で下膳された蓋を気づかず 異物が付着していないか確認しながら盛付けを行っていたにもかかわらず配膳してしまったことか
13830
に洗浄・配膳してしまったと考えられる。
ら、チェックシステムの再確認、意識強化が必要と考えられる。
13831 夕食の配膳を、間違って配膳しその場で気づき謝罪した。
二人分のトレイを、両手に持ってしまった。
お一人ずつ両手に持つ事を再確認し、今後の徹底する事とした。
13832 夕食の配膳を、間違って配膳しその場で気づき謝罪した。
二人分のトレイを、両手に持ってしまった。
お一人ずつ両手に持つことを再確認し、今後も徹底する事とした。
夕食の配膳後、訪室すると床に転倒していた。Tバー２本設置しており、２本とも開放状態であっ
Tバーが２本設置しており開放状態であったこと、前回も転倒していた既往があるが、きちんと対
Tバーを１本とベッド柵を使用し、Tバーを内側に入れ固定する、ウーゴ君装着し確認する。
13833
た。「自分でトイレに行こうとしてこけた」と話す。
策をとっていなかった。
夕食の配膳時名前を呼び確認したが、同姓の患者がいたことに気づかずに薬を飲ませてしまっ 同姓患者がいたことに気づいていなかったことが大きな要因である。
高齢者であり、フルネームで呼んでも「はい」と返事をしてしまうことが多いため、患者様が身につ
13834
た。
けている靴ネームや車椅子ネームで確認することがポイントである。
13835 夕食の米飯から爪が出てきた。
精米に混入していたか、食器洗浄の際に丼の底に付着した可能性が考えられる。
精米納入業者に注意を促し、洗浄作業の注意を指示した。
13836 夕食の流動を注入した時、チューブと三方活栓の接続部の亀裂があり、漏れが生じた。
チューブと三方活栓接続部が折れ曲がっていた為に亀裂が生じたと考えられる。
常に接続部が折れ曲がらないように観察を十分行うことが必要である。
13837 夕食まえのインスリン ノボリン３０Ｒ８Ｅ ＳＣ忘れた。確認ミス。
２０時にＤＸチェック時に夕食前のベース打ちをわすれていたとこを思い出した。
ＤＭベース打ちを忘れた。
夕食より経管栄養開始の為マーゲンチューブが挿入されていた。１８時ごろ訪室時患者様が上肢 患者様は痴呆症状があり、MTの必要性を理解できていなかった。家人の意思を尊重し、抑制のタ MTの自己抜去の危険性を家族に十分に説明を行い、抑制を必要時は行うことを再度説明する。
を動かしていたが、MTを触るほどではなく様子をみた。２０時ごろ家人来院時、経管栄養中の自己 イミングを図るのが難しかった。
また、家族に抑制を最小限にする為、協力を得られるように働きかかる。
抜去時、誤嚥の可能性があるため、抑制の同意は得たものの「食事中以外はなるべく抑制しない
13838
で欲しい」との希望あり。そのまま様子を見た。その後、食事は終了したが、１時ごろモニターア
ラームが鳴ったため訪室すると酸素マスク、MTが自己抜去されていた。翌日医師によって再挿入
された。
夕食を済ませて臥床していたが、目を離した隙に靴を履き、杖をついて歩き出したらしい。ベットの 両下肢の筋力低下により歩行が不安定のため、転倒したと思われる。独歩での転倒を考慮すべ 危険のある方は夜勤体制が二人のフロアで見守るようにしていく。
13839
上方向２歩程の所で転倒したらしい。ドスンという音に見ると転倒していた。
きであった。
夕食を車椅子に移って食べるため１７時５５分に看護師介助で車椅子に移った１８時１５分配膳で ・ナースコールは自分で押せる患者であった ・難聴であり今何故車椅子に座っているのかわかっ ・車イスから移動できないよう安全ベルトをする ・ナースコールは目の前の見えるところに置く
13840 訪室するとベッド上に斜めに臥床しており自己で移ったと言われる今まで一度も自力で起立したこ ていない
とが無い
夕食を食べ終え口腔ケアを行った後、部屋までの駆動練習をしていた時、突然立ち上がり前のめ 車椅子駆動訓練を始めたばかりだったので、声掛け・見守りだけでなく、付き添う事が必要であっ 痴呆がある患者には、予想できない行動を取る事がある為、車椅子に付き添って訓練を行うべき
り状態のまま２、３歩歩き、転倒した。→前頭部を床にぶつけた。 →その状態の一部始終を見て た。痴呆がある患者は予期せぬ行動を取る事を頭に入れてケアを行わなければならなかった。人 である。 危険が伴う訓練は、人手があり目が行き届く日勤帯で行う。
おり、駆けつけたが間に合わなかった。 →すぐに抱きかかえ、他の介護員と共に車椅子にて移 手が少ない夜勤帯において危険が伴う訓練を行う事には無理があった。
13841
動し、ベッドに臥床させた。 →当直看護師に報告しVS測定。→家族に連絡。→当直医に連絡。
→当直医の診察後、患部クーリングと状態観察の指示が出た。 →患者本人は、“おでこだけ痛
い。”との事であった。
夕食を食堂に出て摂られていたが、食堂内で他の患者の介助をしている間に床に座り込んでい 夕食時の介助者の数が減る。痴呆症状が強く予想外の行動をとる患者も夕食時出していた。
痴呆症状が強い患者も、夕食時を食堂に出ていたが、介助者の数が限られるため、痴呆症状の
13842
た。外傷はなかった。
強い行動に予想が付かない患者は、夕食時食堂に出ていただかないこととした。
夕食を談話室でとるため、ウオーカーにて歩行長いすに座ろうとして転倒する。
談話室にNSは不在であった、歩行は安定しているためウオーカーを使用することで滑ったのでは ウオーカー使用は控えるかまたは、使用時は要観察とする。患者が着席するまで確認する。
13843
ないかと考える。
夕食を配膳後、看護師から食前薬を持っていくように依頼された。薬を渡す患者さんの隣の患者さ
食事介助の方が多く慌てていた。薬は看護師は配薬しているが、介護福祉士に依頼した。
看護師が配薬することを守る。 患者さんのベッドサイドで氏名確認を声に出してする。
13844
んに食事介助をしなければと考えていて違う患者さんに渡した。後で気づいた。（内服前）
夕食下膳時、お盆に薬が１錠置かれていた。口から出した様子であった。１８：４５その患者様の食 本人に尋ねると硬いから出したとのこと。確認が不十分だった。
確実に薬を飲み込んだか確認する。
13845
事用エプロンに零れた食べ物の中から、薬１錠が発見される。
13846 夕食下膳時、転倒する。 靴をちゃんと履いておらず、躓き転倒した。
環境指導が出来ていなかった
転倒が考えられるため、足に合った履物を履くように患者様に声かけを行う。
夕食介助しているとミキサー食の中に魚の骨が入っていた。
骨の入ってない魚を使用しているのに入っていた。
介助時は絶対ということは無いので、気を付けながら介助はしているがミキサー食になると何の食
13847
材か分からない所もおるので難しい。
夕食介助しながら内服薬を確認し投与しようとしたら、日付がないのでナースステーションへ行こう 患者様のエプロンを直してあげている時に、薬封を切って テーブルに置いてしまった為、隣にい 本人確認をしっかり実施することする。
13848 としたら、患者様がエプロンをきちんとかけてなかったので、直している間に別の患者様が薬を
た患者様が飲まれると思い 慌てて本人確認をしないで投与してしまったこと。
持っていったため、注意しながら違う患者様に内服薬を投与してしまったこと。
夕食介助に時間帯、汚物室前の廊下で患者が右手首、左腰を下にして倒れているのをＣＷが発 スタッフは事故当時３名いたが、皆、食事介助や洗面介助等で他の病室におり、目がい行き届か 本患者に対する対応策 今後は車椅子にて介助し、特に食事終了後の独歩歩行を防止するよう
見した。 周囲にコップが３個散乱、水が廊下中に零れていた。患者はデイルームで夕食終了後、 なかったこと。事故当時、食事全介助者が４名おりその４名は夕食を病室で食べるため、デイルー 心掛ける。
13849 お茶か水の入ったコップを持ち、自室に帰るつもりで歩きはじめたが、失見当、健忘があるため自 ムにスタッフが１人もいなかったこと。（デイルームでの食事はその最中も誤燕の危険性をはらん
室を通り過ぎ歩いていたところ（落としたコップを拾おうとしたかは不明だが）転倒したと推測され でいたりして、スタッフの姿がない状態は非常に問題があると思われる。
る。
夕食後、「夕」の配薬ポケットより薬を取り出し、内服介助した。翌日、日勤帯「夕」のポケットにセロ 配薬ポケット内を最後まで確認していなかった。
ミッテル表で内服の種類や量などの情報は事前に調べておく。新しく開始となる薬はメモを取るな
13850
クラール錠が残っていることに他看護師が気付いた。
ど、忘れない工夫をする。処置や内服介助が終った時は、チェックする習慣をつける。
夕食後、Ａスタッフに患者の薬を渡され、内服タイミングと名前を確認して与薬したつもりであった 状態の悪い患者がいたり、他患者も食事が終わり、内服を待っていた。そういう環境の中で、自分 ・どんな状況であっても、与薬の時は、患者の名前（フルネーム）と内服タイミングを声に出して確
が、Ａスタッフが他の患者に与薬する際、薬が間違っていることに気付く。医師に状況報告し、患 にも焦りが少しあった。また、Ａスタッフから薬を受け取った際に、本患者の薬であると思い込み、 認し、患者さんにも名乗ってもらう。 ・薬の袋を破り、患者さんに内服してもらう前に、もう一度名
13851
者本人の薬を与薬し直す指示が出た。
確認したつもりになっただけで、しっかり確認できていなかった。似ている名字の患者がいると分 前、内服タイミングの確認をする。 ・思い込みは禁物。必ず自分で確認することを習慣づける。
かっていたはずが、確認が不十分で、間違えて与薬してしまった。
夕食後、デイルームで過ごしていたが、２０：２０頃、車椅子より抑制帯を自分で外し歩行したらし 患者の活動性向上から、抑制帯を自力で解いてしまっこと。今回の場合、病棟スタッフは様々な安 離床時に非常に注意が必要な患者は、どのような状況下にあってもスタッフの目のとどく場所にい
13852 く、デイルームの角の所で転倒している患者を発見した。臀部発赤・出血なく、直ちにベットへ臥床 全策を講じてはいたが、その隙間をぬって転倒事故です。問題点があるとすれば、多忙な時間帯 てもらい、見守りをするしかないのでしょうか？
させ医師の報告。 その後全身観察しバイタルサインＮーＰであった。
に発生しており、人材不足が上げられるかもしれない。
夕食後、テーブルの上に患者様が点眼薬２種類を置いたままにして、煙草を吸っている。精神科
患者様への指導と観察を行う。
使用時ごとに本人に渡して事故、点眼後、返すことになっているが自己管理（一時的でも)保管方
13853
であるため薬は、誤飲防止のため慎重に保管している。
法等について話し合う。患者様への指導と観察を行う。
夕食後、患者が一人で歩行しようとして転倒したと、転倒時にそばにいた家族から連絡が入った。 患者は痴呆症と下肢筋力低下があり、転倒しやすい状態だった.患者は転倒危険度が？、入院４ 痴呆症がある患者で転倒転落の可能性が高い患者については、出来る限り看護師の目が届く範
13854 患者には軽度の痴呆症があり、歩行時には見守りあるいは介助を要す状態だった。
日目と転倒防止策が必要な状態であったのに、看護師からは特別な対策がとられなかった.患者 囲の部屋を用意する。看護師は患者と家族に対して転倒防止対策を具体的に指導する。
および家族に対して、転倒防止のための指導が看護師からなされてはいたが、不十分だった。
夕食後、患者に夕Ｐの内服確認を口頭で行った。翌日、準夜帯看護師は同じ内服薬（リンデロン） 患者からの言葉だけではなく、必ずポケットの中まで確認すること。
最終の部屋廻りの時、必ず確認するよう心掛けること。次の勤務者も前の勤務帯の内服を確認す
13855 が倍量ポケットに入っていることに気付いた。前日の夕Ｐの内服薬を内服していなかったのではな
るシステムを徹底すること。
いかと思われる。
夕食後、患者様の歯磨き介助をしているところを通りかかった所 患者様がウエルパスの容器を 長谷川式2点で痴呆がかなり進んでいる患者様で行動が読めないのでスタッフが良く観察してい 痴呆のある患者様の部屋のウエルパスは、手の届かない場所に移動するかロック式の容器に変
13856
手に持ち飲もうとしている所を 発見したこと。
かなければならないことと ウエルパスの置く場所の検討が必要である。
更する。
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具体的内容
背景・要因
夕食後、車イスを自操して病室へ戻っていた。付き添っていたが1人の患者が尿意を訴えたため、 最近車イス自操を右手右足で行なっておりストッパーをかけることにより動き流れが中断された。
ここで待つよう説明しストッパーをかけて、その場を離れた身障トイレで排泄介助をしていると車イ 操作中前傾姿勢になっていた。
スが倒れていると面会者から言われ、駆けつけると車イスごと転倒しているのを発見する。
夕食後、他患者様の「ひっくりかえった」という声で食堂に駆けつける。すると、患者様がテーブル 私がほっとした瞬間の出来事であった。気が緩んでいたため観察が不十分だった。
と椅子の間に落ちている。
夕食後、体幹抑制のみ施行中。母が付き添っていたので様子をみていた。母が１８時５０分頃来 たとえ寝ていても持続しないため家族が離れるときにはすぐに抑制する必要があった。理解や判
詰し、「今日は帰ります、今寝てますから」と言われ監視モニターでみながら様子をみていた。１９ 断が正しく出来る状況ではないため欲求が優先される状況だった。
時１０分準夜勤者が廊下を通りかかると下半身裸でベッド上で尿失禁し、ＣＶがひきちぎられて
あった。出血はしていなかった。
夕食後、当該利用者の名前を確認し薬を与薬後、薬袋を確認した時点で朝分を与薬したことに気 薬を確認 朝 夕 をしていない。
づく。
夕食後、部屋周りの際、訪室すると部屋にて倒れている。その後、看護師2人にて起こし歩いて
本日朝方より下肢の脱力感がみられ、症状出現による立位困難による転倒であった。また、室内
ベッドに戻る。排尿終了後、パンツをあげようとし両下肢の脱力感出現し、そのまますわり込んでし トイレがあった為Nsコールを使わずに移動した為、生じた転倒と考える。
まい倒れたと話される。どこも打っていないと話され、すぐに主治医に状態報告す。
夕食後、本人が食器を片付けていたところ、急に大きな物音がし他の患者様が本人の名前を呼ん ＮＣ参加中より落ち着きなく、やや興奮状態であったがその後の行動について十分にアセスメント
だため、スタッフが本人に近づくと転倒していた。スタッフが声をかけると自力にて起立し、近くの椅 が出来なかった。その為、本人が食器片付けを行い、転倒する状況を作ってしまった。
子へ座って貰いほかスタッフとともに本人が疼痛を訴えていた右上下肢の観察を行なう。腫脹、発
赤、外傷等みられなかったため様子観察した。
夕食後、眠前薬をセットしていたら、１人の患者様の夕薬が混ざっていた。処方を確認し与薬した。 夕薬は日勤帯でセットするが夜勤帯でも与薬前に確認すべきであった。
夕食後からの与薬指示がされていたが、確認を怠り、翌日分から与薬準備をしていた。深夜申送
り時に発覚し、医師に報告、患者に謝罪し翌朝から与薬した。
夕食後から内服薬自己管理になった。4日分を渡し、食後に確認のため、患者のところへいくと、
既にクラビット（２錠分２朝夕）を７錠飲んでいた。他の薬は飲んでいなかった。患者の状態は変化
なかった。薬剤を看護師管理にした。
夕食後ナースセンターで、車椅子乗車で過ごしていた。時折立ち上がるようなことも見受けられ
た。大声で人を呼ぶ声がしたので、駆けつけると、床に左側臥位に倒れているのを発見する。頭
部腫脹、疼痛あり、腰部打撲斑なし。バイタル特に変化なし。主治医に報告様子観察となる。
夕食後に朝食後薬を間違えて服用させてしまった。薬剤部が，朝と夕を間違えてＢＯＸをセットし、
準備した看護師もそのまま夕食後薬と思い込んで準備し、最終服薬介助をした当事者も誤りに気
付かなかった。翌朝の準備をした他の看護師が気付き、指摘された。
夕食後に夕方の薬が来ていないと患者本人より申出あり確認した所１日分足らなかった
夕食後のインスリンの自己注指導を行うのを忘れてしまった。患者様は自分で注射を行ったとのこ
と。しかし、単位などが正確であったか確認できていない。その後患者様は低血糖症状などは見ら
れなかった。
夕食後のくすりを準備してたところ、夕食後の与薬のカートに昼食後薬のムコスタが入っていた。

改善策
最後まで目を離さない。この場合ストッパーをかけないほうがよかったか。
気を緩めず、当たりを見回す。日ごろから患者様の椅子の座り方などを観察し、注意する。行動観
察を十分に行い必要度に応じた援助を行う。
家族が離れる際には声をかけてもらい、すぐ抑制施行する。（危険となるものがなくなるまで）

薬を配る前の確認の徹底。本人の薬かどうか。朝・夕 配薬の方法についての検討。
何回も訪室するか、もしくは必ずNsコールで呼んでもらうよう説明。ポータブルトイレの設置を考慮
すべきであった。
患者様のアセスメントを十分に行なっていく。

指示箋の誤認

当日の眠剤は前夜勤者のケースセットとなる。当日服用前のチェックも必要であるが再度薬セット
時に注意するよう全体に申し送る。
確認作業の徹底、ダブルチェックの励行

患者への説明不足、患者の状態・理解度の把握不足、初回の自己内服管理指導の時間・内容

薬の自己管理方法の見直し

時折たったりしていることに対して、指導しなかった。痴呆があり理解不足であった。観察不足。

車椅子乗車時はベルトを行う。ナースセンターを通る度に声かけ、観察を行う。

薬剤部と準備看護師と当事者との3人が関わって防げなかったミス

・処方箋の確認作業を怠った結果のミス ・マニュアルの遵守を指導

処方箋の確認不足
他の処置に気をとられ忘れてしまっていた。患者様へ指導が必要であるという説明が不十分で
あった。

処方箋に赤字で分一と追記した
看護師間で連携を取り、忘れないようにする。患者様に単位の間違いなどにより低血糖になること
などの具体的な説明を行っておく。タイマーなどを使用し、時間処置を忘れないようにする。

セットした時に誤った可能性、与薬時にくすりが移動していた可能性、どちらにしても内容の確認を 処方箋と内容の確認
せずに与薬していた
夕食後のﾍﾞｯﾄ柵をしていなかった。患者の「ｵｰｲ誰か・・」の声で訪室すると、ﾍﾞｯﾄの足元の方に倒 夕食後、ﾍﾞｯﾄ柵をするのを忘れてしまっている。
転倒・転落ｽｹｰﾙを評価して、その人のﾚﾍﾞﾙに応じた予防策の検討（ﾍﾞｯﾄの高さを低くする。ﾍﾞｯﾄ
13871
れている患者を発見。
周辺の環境整備）
夕食後のポロセーブを出し忘れた
業務多忙時に、医師のカルテの記載漏れチェックや、患者が会計を先に済ませたいということで 業務多忙時にも、焦らず1人1人がきちんと確認する。
13872
急いで処方の確認をしたため、夕食後にポロセーブが追加になっていたが分包するのを忘れた。
そして、さらに鑑査時に確認不足であったため気付かずに渡してしまった。
夕食後の経管栄養ボトルを取り外しに行ったところ、ＰＥＧチューブとボトルの接続部の側管部の 栄養ボトルを接続する時ふたが開いていたのに気がつかず確認不足
・Ｄｒに報告して水分の追加２００ｃｃの指示をもらい実施 ・経管栄養を接続する時には必ずしっか
13873
ふたが閉まっておらず、栄養剤がそこから漏れて病衣とシーツが汚染していた。
りセットされているか確認を行なう
夕食後の自由時間に､本来立位保持が困難と思はれていた患者が車椅子を自走して、一人で排
患者のADLの認知不足。観察不足。
患者のADLの再確認。自由時間の観察の強化。患者への安全指導。
13874
尿をすませた。転倒はなかった。
夕食後の注射「イノレット」を施行するため訪室したが、不在であったため詰所の処置台に置き、そ 後から行こうと思い、他の業務をしていて忘れた。
タイマーをかける、メモをする等忘れないための工夫をする。
13875
のまま忘れた。
夕食後の内服をしなかったのにサインをした。翌日他のナースが夕の内服薬が残ったままにある 施行したというサインのはずが、今からするから先にサインしておこうとしたことが問題
施行した後にサインをするということ
13876
のを発見。
13877 夕食後の内服薬であるオノン２Ｃａｐ／１回のところを１Ｃａｐ／１回で与薬してしまった。
確認不足
薬袋・指示シートをしっかり確認する。Ｗチェック者と声に出して確認する。
夕食後の内服薬を飲むように患者さまの手に渡した。そのとき頓服薬をもっていないことに気がつ 確認不足
配薬の時は必ず飲んだか確認する。
13878 き取りに行き飲んでもらった。拒否が強く頓服薬を飲ませるのに時間がかかった。そして定期の薬
の確認を忘れた。定期の薬は患者さまの手で机に戻されていた。
13879 夕食後の内服薬を投与わすれする。
一応投薬したと安心したのみであった。
投薬後も配薬の箱をしっかり見直しをしてもれないように注意をする。
夕食後の内服薬を配るため、配薬箱に入れておいたのになかったため、ないと思い込み与薬しな 配薬箱が残薬があるかないか分かりやすいか
患者の服薬をしっかり把握する。箱の中を何度も確認する。
13880
かった。深夜帯看護師が配薬箱に薬が残っているのに気がつく。
夕食後の内服薬を配布後、内服薬の名前が違っていると患者様より指摘を受ける。確認により他 薬袋の名前と患者様ベッドサイドの名前を確認しなかったことによる事例
マニュアルの徹底 投薬与薬時、患者様名と薬袋の名前を確認することを再度徹底。
13881
の患者様の薬を誤って配布していた。
夕食後の内服薬服薬の忘れ
下膳のときにオーバーテーブルの上のみの確認しかしなかった。ベッドが満床で増しベッドにして 初歩的なミスである。食事板に薬を貼り付け食事量確認後内服介助する
13882
いたため雑然とした環境も一因か
夕食後の配薬が、バクタとミノマイシンを１回２錠ずつの患者に対し、１錠ずつ渡してしまった。薬 確認不足。
薬袋の表示の確認、処方を受けた時のチェックについて再指導した。
13883 袋には朝夕食後１回２錠ずつと書かれてあったが、２錠２Ｐと見間違えた。患者に異常はなかっ
た。
夕食後の配薬をしたが、ケースの中に薬の残りがあった。
看護師が確認、ケースから取り出した後に、看護助手が残薬がないか確認することにしている。 目だけでなく、触って確認する。
13884
患者には確かに服薬してもらったが、薬のうち１つカプセルが残っていた。配薬車のケースを斜め
の角度から覗き込み、確認した。
13885 夕食後の配薬時、明日からの分も配薬してしまった。その内重複薬が３剤あった。異常なし。
与薬時の注意事項確認
開始する日までは、紛らわしい置き方をしない。
13886 夕食後の配薬時患者より昼食時の薬と違うと指摘あり
本来飲むべき薬の中に別の薬が１包混入していた
薬を出す際、本当に処方箋に記載された名前か再確認する。
夕食後の片付けの最中、Ｎｓステーション前で“ドスン”と音が聞こえので、行って見ると車椅子に 転倒を多々繰り返している患者であるにも関わらず、非常に忙しい時間帯でスタッフが側にいな １人で行動したがる患者に対して見守りをしていくべきだが、具体的に“誰が、どのように”と責任
向かって転倒している患者を発見した他のＮｓより報告を受けた。臀部は打った様子であるが、頭 かったこと。 誰が責任を持ってこのような患者に対応していくべきかが明確になっていなかったこ 所在を明確にしたケアプランを立てる。
13887
部については不明。車椅子を自力で移動させようとしたらしい。しかし、以前も転倒したことが多々 と。
あり、叉、後ろ向きの歩行であったため、足がついていかず縺れて転倒した様子。
13888 夕食後の薬２錠の所１錠しか入っていなかった
思いこみ
病棟・薬局相互の確認
夕食後の薬を準備をナースステーションでしていた際ガスターＤ１錠分一夕食後の処方が１１日で 確認不足
・処方箋をよく見る ・分一で処方されている内服薬は特に注意して準備する
13889
なくなっているのを発見する
夕食後の薬を寝る前の薬袋に入れて渡す病棟より夕食後でないかと指摘される。前回と同じ内容 ジプレキサ・ハルシオンの組み合わせで寝る前の薬と思い込んでしまった
夕食後の指示をわかりやすく線を引く。又思い込みをなくすため用法にチェックをつける。
13890
であった。
13870
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具体的内容
夕食後の薬を配薬する為、確認を行っていた時、食前の糖尿病薬を内服させていない事に気づい
た。
夕食後の与薬に行き、他の患者様の薬を間違い与薬する。慌てていた為確認が不十分で間違っ
てしまった。看護師にすぐ報告し、医師に申し指示を貰う。その後その患者様は、特に状態に変り
なく経過されていた。
夕食後より下肢の痺れ感訴え、興奮気味であった。シップを貼用など対応はしたが、２０時足元の
ベッド柵の固定紐を外し、ベッドの下で四つん這いになっている所を発見する。
夕食後自室に戻る際、歩行状態が悪くなり手すりにぶつかって転倒する。

背景・要因

改善策
忘れない工夫を自分なりに考える。患者にも医療に参加させ、自分の飲んでいる薬について、理
解させ医療者、患者双方で気をつける。
食後の与薬が少し遅くなったので、早くしなければと焦っていた。一度、手に取り、箱の外に出し、 与薬の名前の確認が不十分であった。今後、名前の確認は確実にする。
食堂に来られなかった患者様の食事を運び、再度、薬箱から他の患者様の薬を出して、与薬して
しまった。
頻回の訪床すべきであった
車椅子へ移動し一緒にラウンドする等必要であった
別の業務に追われ、忘れてしまった。

心気的状態から急に歩行状態が悪くなるが、自分で転倒しないようにコントロールしていたため大
丈夫だろうと判断していた。
夕食後服薬させる時薬袋が複数ある事に気付く。確認すると一日分を夕薬に準備なっている為夕 準備時薬包紙に朝昼夕の記入ないので一回分と思い込み三日分準備してしまった。病院の薬作
13895
薬のみ服用させる。残薬を確認すると不足有。本日分一日分筒準備なっていたようだ
るときの約束事が守られていない
夕食後薬に朝の薬が入っていた。与薬忘れ。
準備者・与薬者、二重のチェック、薬ケースの工夫などミス予防のために行っているにもかかわら
13896
ず起きてしまった。
夕食後薬のリスモダン1錠を与薬したと思い込んでいた。深夜勤者が内服のチェック時に与薬され 勤務時に内服の残数を確認し、ワークシートに配薬分を○でチェックした。朝食前に配薬箱とワー
13897 ていないことに気が付き与薬していなかったことに気が付いた。
クシートを持ち患者様の前で薬を取り出した。薬を取り出した後にワークシートにサインを行ってい
たが、リスモダンを与薬したと思い込んでサインした。
夕食後薬の準備をしているときに、朝食後薬が残っているのに気付いた。主治医に報告し、血圧
薬セット時に朝と夕を間違えてセットした。疲れていて集中力が欠けていた。
13898
測定の結果、夕食後に飲ませるよう指示を受けた。
夕食後薬の準備時は、21時に与薬する薬があることを確認していた。21時に患者が、「眠る薬を ・フローシートに、看護師管理の薬品は、項目欄に「内服薬与薬、朝・昼・夕・眠前」と記載をする
下さい」といわれたので、指示の眠剤（アモバン）を与薬。患者から「いつもと違う。二つのんでい ルールとなっているのに、この患者のフローシートには、項目がなかった。 ・眠剤の指示はあった
た」と言われたが、思い込んでいたたため再確認しても睡眠薬しか見ていなかった。21時与薬す が、入院して初めての与薬ということを確認できていなかった。 ・24時の巡視のとき、いつも尿器
13899
る、ガモファーとメキシチールの与薬を忘れてしまった。不眠時、アモバンの指示はあったが初回 に排尿しているの今日はないなあと思ったが、深夜勤務の人へ伝えることができなかった。
投与であったのに、その後の観察が不十分であったため、その夜中患者は、排尿のためトイレに
行こうとして転倒した。
夕食後薬の準備中、朝食後薬が残っているのを発見。朝と夕のセットを間違え、朝に夕の分を飲 確認はしていたが、ボックスに入れる時、逆に入れてしまった。
13900
ませていた。
夕食後薬を患者様に渡したが、服薬するまで確認しなかったために服用しなかった。翌朝朝食後 確認不足
13901
薬を与薬する時に残っている薬を発見した。
夕食後薬を準備する際に、１週間分の朝と夜の薬セットが間違って逆にセットされていることに気 セットするときの確認不足。翌日分を確認する者の確認不足。同じ内容であったため、安易にセッ
13902
づいた。
トした。
夕食後薬を準備中、一方化された薬包の中に錠剤が1錠多く、もう一つ昼の薬包に1錠多く入って 薬局で調剤の際静電気により飛びが発生した可能性がある。監査不足、病棟で受領した際の確
13903 いた。処方日から2日間立っているが残薬を確認したところこの間の錠剤の間違えはなかったと考 認不足。
えられる。
13904 夕食後薬を内服させるの忘れた。気ずいた時点ですぐ内服させた。
配薬する場所が徹底されてなかった。
夕食後薬を配っていたら、定時処方の朝薬がセットされているのを発見する。夕薬はなく、朝に飲 薬を配る際、名前だけでなく、朝、昼、夕などの確認がされていなかった。また、セット時の確認も
13905
まれたと思われる。処方せんを確認し、朝･夕とも同じ薬だったので、そのまま内服する。
不十分だった。
夕食後薬を配薬箱から患者様の名前を確認して当科の薬を服用していただいた。その後、患者様 深夜勤者が翌日の内服薬をセットしている。
の配薬が修了したところで、一度服用したはずの患者様の他科の薬が残っていた。本来当科他科
13906
など薬が複数ある場合はホッチキスでとめることになっていたが、されておらずバラバラであった。
13894

13907
13908
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13910

13911
13912

夕食後薬配薬中、A患者にB患者の薬を与薬、口に含んだ時点で気付き吐き出させ、口腔内うが
いさせる。
夕食後薬与薬時に配薬トレーの中に就寝前薬が一緒に入っているのを発見。誤薬が未然に防げ
た。
夕食時、アレルギーのため山芋禁の患者様に鮭の山芋がけが副食としてついてきた。すぐに厨房
に連絡したが、多くの他患者が下膳するような時刻になって、代えの食事が届いた。
夕食時、胃ろう造設中患者の居室に経管栄養が終わったかを確認する為に訪室した。 →ベッド
サイドの床で車椅子の座面下に、仰向けの状態でずり落ちている（別の）患者を発見した。（頭が
丁度座布団の上にあり頭部は打ってないと思われた。） →ナースコールはいつもの所にあり、手
の届くところにあった。 →外傷が無いかを確認し、看護師を呼びにナースセンターに行った。 →
3人でベッドへ戻し、全身を確認した。（特に外傷はなかったようである。） →患者自身にどういう
状況であったか尋ね、車椅子から床にずり落ちた原因を考えた。
夕食時、患者A様と患者B様の食事介助を同時に行おうとして、A様の内服薬を間違ってB様に与
薬してしまった。
夕食時、車椅子に乗車し、他の患者4から5名をテーブルを囲んでいた。他の患者の薬を置いて
あったところへ手を伸ばしてエブランチル1錠を飲んでしまった。医師に報告し経過観察となる。
夕食時、職員が患者を車イスに乗せようと巡回中、床に膝をついている患者を発見。

状態を観察し、歩行状態が悪い場合は看護師が介助するまで待ってもらう。車椅子移動をする。
スリッパから靴に変更してもらう。
準備時薬袋を一包づつ確認してセットなのか、一回分なのかきちんと準備する。病院の約束事を
きちんと守る。
スタッフ全員へ確認徹底の指示。
配薬時に薬とワークシートを必ず照らし合わせる。配薬後にもう一度残数とワークシートをチェック
する。
基本的なことをきちんと守る。健康管理に十分注意を払い集中力を欠かさないようにする。
・看護師管理の薬品についての記載のルールを守り、確実な予約をする。 ・不眠時の指示を変
更してもらった。 ・転倒のリスクで一番高いのは、夜間の排尿であることを確認し、夜間の排尿状
態を観察をするとした。 （必要時、排尿介助を行っていく）

手順の見直しと確認の励行。
与薬した時は服用するまで確実に確認する。
確認作業の徹底。チェック項目の声だし確認。
薬局での監査の強化、病棟での確認を徹底する。
配薬場所の徹底指導。
今回は同じ薬だったのでよかったが、朝夕違う薬の場合もあるので注意が必要。何度となくセットミ
スが繰り返されているので全体に注意を促す。
薬局で一包化にまとめて処方してもらえるようにしていくと良い。

A患者とB患者が並んで配薬を待っていた。2人は姓は違っていたが名が同じであった。名前の再 配薬時はフルネームで呼名し、薬袋を確認する。
確認を怠った。
就寝前の薬は臨時処方で出ていて、配薬が終わった後に、トレーに追加したため起こってしまっ 十分、慎重に業務を遂行したい。セット時には他のスタッフにも声かけをし、復唱・確認に努める。
た。確認不足だった。
食札の確認が不十分だった。
患者様へ配膳前に禁食のチェックを行う。
いつもは、患者自身で車椅子を駆動して居室まで帰り、ナースコールをして、介助でベッドに移乗 ナースコールは常に患者の手の届くところに置いておき、患者自身に、“1人で移乗すると危険”な
していた。今回もナースコールは手の届くところにあったが、自力で戻ろうと思ったが滑ったとの事 ので、居室に着いたらナースコールで呼ぶように話した。ベッド上に居ない時もベッド柵を4本設置
であった。 →“いつもコールでよんでくれる。”からと安心していた。
し、ナースコールは手の届くところに必ず置く事にした。

夜勤で少ない人数での業務であったので、気持ちが焦っていた。与薬時に、名前の確認を怠っ
た。二人の患者様へ同時に対応したため、混乱した。
観察不足。薬剤管理不足。

一度に複数の対応をせず、ひとつひとつ確実にケアする。与薬時は、顔と名前を声だし確認する。
痴呆疑いのある患者は直接口に入れて飲んでもらうようにする。

夕食時職員の目が届く、デイルームの患者をセッティングするなど、移動を好む方なので説明をし 声かけ、目配りを絶えず心がけ、患者の行動を確認しておく
てデイルームにいてもらう
夕食時、全粥キザミの方なのに主食のみ常食がきていた。
確認が不十分だった
全粥の方に常食がきていることを連絡し、栄養科に伝え、取りにきていただく。食札をきちんと確認
13914
するよう気をつける。
夕食時、部屋に不在だったため、トイレを覗くと患者様がトイレの中でくの字になって倒れているの 患者への理解のさせ方。患者に対する目配り・気配りの仕方。
車イスのブレーキのかけ忘れをなくすよう指導し、見かけたら声がけをする。体調不良の場合は、
を発見した。車イスからトイレに移動しようとしたが、膝に力が入らず倒れたとのこと。車イスの左
トイレは一部介助することを話し、ナースコール指導を行った。
13915
側にブレーキがかかっていなかった。転倒してから時間が経過していたのか、発汗が見られた。外
傷・打撲はなし。苦痛の訴えもなく、車イスで移動し、夕食を食べる。ＢＰ１５０／８０。
13916 夕食時、副食きざみの食事であったが、数人とりもも肉がそのままでていた。
食堂での施行ミス
Ｎｓ室より包丁を持っていき切った
夕食時に、夕の薬ベイスンをお膳にのせ配膳したとこる同じベイスンを自己管理でもっており重複 本日定期処方日で自己管理をするところ毎日与薬をするように処理していた、前回与薬分が定期 手持ちの人の処方箋は、内服ＢＯＸの板にはさむ、薬を配るときに残薬を確認する。
13917 服用した。
とだぶっていた。手持ちの人の処方箋が内服ＢＯＸの板にはさんでいなかった為、今回の処方箋と
の照らし合わせが出来ていなかった。
夕食時に服用する薬を受領するも、カーﾃﾞッｸｽにはさんだままにしておいたため、服用させるのを 就寝前に服用するということを看護師から聞いたときに 就寝前の投薬の箱の中にすぐに入れて 内服薬服用時間の変更を受けたときには速やかに処理するように徹底する。
13918 忘れてしまった。
おかなかったことが原因。（熱発、嘔吐した患者発生が多く、優先順位を間違えて実施したことが
要因。
13919 夕食時パンを喉に詰まらせ窒息しそうになる。
以前にもこのようなことがあったため日頃から注意していた。食事の検討をする必要があった。
現在は、パンだが、パン粥へ変更する。患者様、職員に注意するよう促す。
夕食時間に、病室から助けを呼ぶ声がしたので、介護福祉士が訪室すると患者が床に座ってい ・見守り、観察の不備 ・患者の不注意
巡回数を増加し、トイレ介助を促す
13920 た。車椅子からポータブルトイレに移動しようとして転落した様子。転落と同時に尿失禁してしまっ
たので、病衣を交換し、ベッドに移動する。疼痛の訴えなく経過観察とする。
夕食時食堂にて隣に座っていた同室の患者のシルバーカーを近くに寄せようとし、つまずき転倒。 痴呆強く説明理解困難な為、監視体制の不備。
見守り、声かけの強化で対応。
13921
自分のシルバーカーを抱えて動けなくなっているところを発見。
13913
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具体的内容
背景・要因
夕食終了後、車椅子で喫煙室の中を車椅子自操作し、方向転換しようとしていた様子で物音で駆 車椅子拘束中。自分では危険の認知が出来ない患者様なので所在の確認を常に心がけ、物や
13922 けつけたときは、車椅子ごと広報に倒れていた。意識障害（－）。外傷（－）。打撲等による発赤・腫 他患者との接触による自己を察知する必要があった。
脹認められず。Ｄｒの診察でも異常なし。そのまま経過観察となる。
夕食摂取中、誤飲し呼吸困難となってしまった。すぐに看護者がタッピングして食物を取り除いた。 薬の副作用と考えられる、口周部の振戦が激しい患者であった。
13923
13924
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13927
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13934
13935

夕食前、デイルームにて喫煙していた患者が夕食の準備をするため立ち上がり振り返った際に、 ・夕食前という事もあり、複数の患者がその場にいた。 ・履物がサンダルであり、振り返る際にバ
左足をひねるような格好になり転倒しかかる。患者本人は「大丈夫です」と苦笑いしながら夕食の ランスを崩した可能性もある。
準備に取り掛かっていた。
夕食前、時間的余裕のない時、眠前薬の準備を始めた。通常、朝昼夕食後薬と眠前薬は別にして 時間的余裕がない中、確認が不足していた。
束ねられていると考えていたため、他科受診で束ねてあった薬を朝昼夕食後であると勘違いして
しまい、本来飲ませるべき朝昼夕の薬を眠前薬と思ってしまった。結局、夕食後のリスパダール錠
を夕と眠前の２回服用させた。当直医師に報告、様子観察となる。患者異常なし。
夕食前、遅出看護師が患者を車椅子に乗せ、トイレに行くかどうかを確認するが、患者はまだいい 一度は、尿意がないと返答した患者であっても、もしかしたら自分で動くかもしれないという認識を
と断った。その後夕食の配膳が行なわれるまで、数分のうちに患者がトイレに自己で車椅子を動 もって接していなかった。日勤、準夜の交代時であったため、重症患者を優先してラウンドしてお
かして移動し、便座に座ろうとして転倒。通りかかった他患の家人が発見し、看護師に伝える。助 り、まだ一度も訪室していなかった。遅出にトイレ介助を依頼しており、声をかけてくれているから
手業務を行なっていた看護師が患者を起こし、排泄介助をして、病室に移送する。準夜看護師
大丈夫であろうと言う過信があった。遅出は同チームメンバーではなく、患者のことをよく知らない
は、助手看護師より報告を受け、バイタルサイン測定、医師への報告ならびに看護師長への報告 と言う認識が不足していた。
を行なう。バイタルサインには著変なく、瞳孔も3.0同大、対光反射俊敏、麻痺レベル不変、嘔気の
出現も見られず、主治医より経過観察の指示を受けた。その後も脳圧亢進症状は見られなかっ
た。
夕食前１７：３０に血糖測定をした後、スライディングスケールに沿ってノボリンＲを４単位皮下注射 ・院内のスライディングスケールは、専用の指示箋を作成しているが、血糖値の幅と薬剤を決めて
するところ６単位施行した。看護記録をする際にスライディングスケールを見直し、間違いに気づ あるもので、単位は手書きである。 今回の指示は「４」と「６」が判別しにくい文字であった。 ・看
いた。主治医に報告し、経過観察の指示を受けた。患者は低血糖症状はなく経過した。
護師は、単位を読み違えた。 ・看護師の夕食前の業務が多く、あわてていて指示箋をゆっくり見
なかった。
夕食前インスリン注射打たずに食事していることきずく。すぐに本人持ちのインスリン見守り下にて 勤務の一番最初に確認に行かなかった。カテ後の患者が帰って来たりして他に気をとられてい
自己注射してもらう。
た。
夕食前にインシュリンを投与すべきところ指示の見落としがあり、気づいたのが午後１０時頃だっ 業務調整時には必ず注射薬等のチェックも行うが、うっかり見落としたため投与を忘れた。
た。その後すぐ注射をした。
夕食前にトイレ誘導しようと病室を訪室すると、患者様は何か袋を破り粉末上のものを口腔内に 高齢で痴呆があるため理解力にも乏しい。異食の判断も患者様は判断できない。手の届くところ
服用している。ベット上は緑色の粉が散らばっているのを発見。その粉は下呂温泉の薬用入浴剤 に入用剤があった。
であり１／３量がなくなっている。口腔内は緑色である。すぐ頻回にうがい施行。主治医と当直師
長に報告。様子観察でいいとのこと。気分不良あれば報告して下さいと言われる。夕食も摂取。
夕食前に看護師が看護室で仕事をしていると、他患者様から「Ａさん、中ホールで転んだ。」と情報
ありかけつけると、床の上にしりもちをついている。本人周りでみていた他患者様に状況を聞くと、
中ホールからトイレに行こうと思い、歩行器につかまろうとしたら、うまくつかまれず、よろけてし
まった…と。
夕食前に血糖測定の患者が2名おられ、Ａ様は血糖測定後インスリン注射がありＢ様は血糖測定
だけであった。看護師は他の業務で多忙であり遅出勤務の看護師に血糖測定を依頼した。依頼さ
れた看護師はＡ様の血糖測定とインスリン注射を実施したがＢ様のことを忘れてしまい血糖測定
が抜けてしまった。
夕食前に血糖測定をしているのは確認できていたが、インシュリン施注の確認はできていなかっ
た。夕食後、患者様よりインシュリンを忘れて夕食を食べてしまったと言いに来られ、施注していな
かったことが分かる。
夕食前に車椅子に移動しようとして、ベッドの足元に掛けてあったオーバーテーブルにつかまった
所、オーバーテーブルが動いてしまい転倒してしまったと本人より事後報告あり 1人で起き上がり
ベッドに戻ったとのこと
夕食前に昼分の血糖検査をし忘れたことに気づく。

改善策
常に所在確認をし、注意を払っていく。
Ｄｒに抗精神病薬の確認・検討を依頼。食種の検討。食事中の観察をより重視する。
・患者の患部に腫脹が見られたため、湿布薬貼付 ・当直の病棟長に経過報告後、バイタルサイ
ン測定の指示あり。患部の腫脹以外は目立った外傷は見られず。
確認方法が黙読で行っている。声に出して指差しを行うよう指導した。

一度声をかけたからと安心せず、こまめに訪室し、状況を観察する。患者がコールで呼ぶのが申
し訳ないと思わないような日ごろのコミュニケーションにつとめる。

・医師は指示を書く際は、判別できる文字で書くことを診療科内で申し合わせた。 ・看護師は、判
別しにくい指示は直接医師へ再確認してから実施する。
勤務の最初にまずインスリン自己注射をしてもらい確認する。食事を配るときは、一声かけてもら
うように言っておく。
内服、注射薬ともカーデックスで勤務開始時に正確にチェックするように義務付けている。このこと
を改めて再確認させる。
なぜ入浴剤があったのかは不明であるが、危険なものは患者様の手の届く所には置かないように
する。

転倒しやすい患者様であったが、夕食時の忙しい時間帯であったため、本人の状況把握、観察が 看護計画通りに歩行器は常に近くに配置する。移動時はNSコールを押すように再指導する。突進
不十分であった。
歩行が目立ち機能低下も見られることから調子の悪いときは車椅子使用を勧める。トイレ通いが
頻回なことより前立腺肥大を疑い検査をしてもらう。必要なら内服薬で調整。
看護師間の意志伝達不足。患者情報収集不足

出来るだけ受け持ち看護師が責任もって実施する。他の看護師に依頼する場合は情報を全部伝
える。意志伝達の手段として口頭ではなく、文書で伝える

インシュリンをすると思いこんでいた。他の看護師と協力しあい、確認する必要がある。

必ず看護師が確認する体制をつくる。

患者はディルームで食事摂取しており、オーバーテーブルは不用であったが置いてあったことが
原因

必要の無い物は片付ける

患者の状態把握の不足。多重業務の中での忘れ。

業務スケジュールを立てるときに、自分なりに忘れない工夫。タイムスケジュールは、分かりやす
く、必要時は細かく立てる。時々は、指示票での確認も行い、指示漏れを防ぐ。
補充

夕食前に明日分の内服を準備していた。Ｎｓコール対応しながら内服を作っていた。腎移植後でラ 人員不足
シックスも使っており、Ｈｒ流出量も多く、時間でチェックする事が気になっていた。その免疫抑制剤
13936 を準備する際は別の指示板を確認し、ｍｇ数を間違えない様にと気にしながら準備したが、朝分を
手にした患者様が少ない事に気付き、部屋で移植腎をエコーしていたＤｒにきき、間違いに気付い
た。準備し直し、患者様に渡した。
夕食前のBPが１８０台と高値であった。この患者は普段から血圧が高く、降圧剤を内服されている 処方箋を確認した時に、薬剤名は確認したが、いつの内服なのかは確認していなかった。また、 多忙な時でも、落ち着いて内服カレンダーと処方箋を確認する。
ことを知っていたため、内服カレンダーの処方箋をみてカレンダーにセットされていたブロプレスと 薬自体は内服カレンダーの「朝」にセットされていたが多忙であったためか、全く見えてなかった。
13937 ノルバスクを内服していただいた。その後血圧は下がった。その後、次の勤務者より、次の日の朝
の内服薬がないと指摘され、朝の内服薬を夕に間違って内服してしまったことに気がついた。
13938
13939
13940
13941
13942

13943

13944

13945

夕食前のＢＳチェックを忘れた。

他の業務を行っていて、うっかりしてしまった。

夕食前の血糖スケールのインスリンを施行しなくて後で気づいた。
夕食前の血糖チェックを施行するのを忘れる
夕食前の血糖検査を忘れ２１時に気付いた。
夕食前の血糖測定チェック時スライディング表を他の患者と見間違いインスリン処置なしのところ
を４単位皮下注射してしまった。担当ナースが間違いに気付いた。
夕食前の血糖測定を他のナースに依頼した。インスリンはどうするのか聞かれたので「自分ででき
ますから」と答えた。インスリンを渡したら自己注射できるという意味で言ったのだが、そのナース
は患者が自分でインスリンを持っていて自己注射をしているものだと思い込みインスリンを準備し
なかった。患者は夕食を食べてしまった。説明不足であったまたその後確認することも忘れた。
夕食前の血糖値が500と患者様から報告有り。夕前のインシュリン６単位皮下施注の指示であっ
たが、患者様がインシュリン準備している間、Ｎｓは他患者の輸液準備をしていた。気づくと該当の
患者は施注しており、単位数確認すると、指示量より２単位多い８単位と答える。夕食前の単位数
を確認すると、６単位と答えた。
夕食前の薬ベイスンを看護師の確認不足により投与しなかった。夕食前の薬は早く与薬するため
通常の薬とは別のところにおいてあるが そこを確認するのを忘れた。

情報伝達方法の問題あり
カーデックスから血糖チェックの処置を拾い忘れ
確認不足 うっかり忘れ
血糖スライディングオーダー表が３枚あり確認がしにくい。ナースコールや時間処置で忙しく業務
体制の問題
情報の伝達や共有の仕方の問題点

Ｄｒ報告する、本日はＢＳチェツクは不要との事。今後日勤の担当者が責任を持つ、出来ないとき
はリーダーに引き継ぐ。
処置表にもスケールありと記入する。
カーデックスからの処置を拾う際は十分にチェックし漏れないようにする
時間で行う指示はタイマーを掛けて忘れないようにする。
担当ナースが処置を行う。名前の確認を再認識するよう周知する
インスリンの自己注射患者の方法についての情報をわかりやすくしておく。依頼したナースは必ず
確認すること。

インシュリン準備する際、別のことをして他に気がいっていたため、確認を怠った。必ず、施注する 必ず、インシュリン量を確認していく。
前に確認する必要がある。
・薬の保管が１箇所ではなかったこと ・入院されたばかりで情報を十分把握していなかったこと

531

・薬の保管場所を１箇所にする ・一人の患者様の薬は１箇所にまとめる

13946

13947
13948
13949
13950
13951
13952

13953

13954
13955
13956
13957
13958
13959
13960

13961

13962

13963
13964
13965

13966

13967
13968
13969

13970

13971

13972
13973
13974

具体的内容
背景・要因
改善策
夕食前薬（モニラック）を内服していただき、夕食後薬を内服したと思い込んでしまった。配薬箱が 与薬の際、思い込みで仕事をしていること。予薬の際。処方箋と照合し、意識をもって対応してい Ｎｓ管理と配薬者との伝達が円滑に行われるよう注意する。
空になっていたことを確認して、すでに内服したのだと思い込んでいた。朝になって、朝薬がないた ないこと。 配薬担当者の交換し忘れ。夜勤に入ってまだ、一ヶ月しか経過しておらず、状況把握
めＣＷと確認した上で、配薬箱が空であったことに気づき夕食後薬も内服していなかったことに気 精一杯の状況であった。
がついた。
夕食前薬の与薬時に他者のＷチェックを受けずにフォスブロックを１錠、患者様に渡したところ５錠 確認不足、患者様に指摘された事をそのままにしてしまった。
指示シートの確認をしっかり行う。決められた事を守る（Ｗチェックは必ず行う）。患者様から指摘さ
服用するはずと患者様に言われたがその後も確認せずにそのままにした。その後、翌日の深夜勤
れた事をそのままにしない。
務者に５錠与薬しなければならない事を指摘されミスに気づいた。
夕食配膳時、５分菜の主菜と副菜共に同じ料理をもりつけして配膳した。別の料理を持参して謝 盛り付け担当者の確認不足である。
確認を十分行う。
罪した。
夕食配膳時、経管栄養の入ったカップが１人分冷たかった。他１１名分もぬるかったためレンジで 給食科での温度設定は何度になっているのか、給食から病棟までの経過はどうなのか。
経管ボトルに入れる時の温度確認を病棟でも忘れないように気をつけて行く。
温め注入を開始した。配膳車から取り出して気が付くまで５分ほどしか経過していなかった。
夕食配膳時に賞味期限切れのジュースを配膳した。べつの飲み物を持参して謝罪した。
トレーセット時に賞味期限を確認せず配膳。
確認を十分行う。
夕食副食（煮物）の中に卵のカラが混入していた。
チェックの仕組みの問題点
確認業務の強化。
夕分の栄養液施行時座位で施行していた為、滴下速度を速くしすぎてしまい口腔より逆流嘔吐あ 座位で施行していた為に、早めに滴下しても安全であると思った。患者が円背であり腹部を圧迫し 経管栄養は座位で施行し、誤嚥予防していくことは続行する。患者の身体状態、年齢等を考慮し、
り。 気管内からは栄養液は引けず、その後熱発なし。肺雑音なし。喀痰の量は事前と変わらず。 ていることや高齢であることを考慮していなかった。
より安全に施行するようにする。
夕分の内服薬、配薬時、朝のみ内服しているものを夕に同量配薬してしまった。その後、残数確 配薬袋の配薬日時をきちんとみれていなかった。
指差し声だしの確認を徹底する。患者様の内服状況をしっかり把握しておく。
認するが、本来なら次の日の朝分で終了する予定であり、袋の中身が空になったため、今日の夕
で処方が切れるものだと思い込んでしまった。カルテにて次からの処方が出ているかどうか確認
するが、当日の日にちも勘違いしており明後日から出ている処方を「明日からの処方もある」と
思ってしまい、配薬ミスに気付かなかった。
夕分の薬を朝与薬してしまった。夕薬は与薬しないことになったがそのことを準夜勤務者に報告せ 連携不足。後でメモをつけようと思ったまま忘れてしまった。確認不足。
引継ぎは確実に行う
ずにいた為､準夜勤務者は通常の指示の夕薬を与薬してしまった
夕方（16時）に注入した経管栄養の注入量が記載されず、水分出納バランスが２００ml不足されて 忘れてしまった。しかしその後記入の確認も出来ていなかった。
指示施行の前後は必ず確認を行い、指示漏れ等を防ぐようにする。
の計算になってしまった。
夕方、患者が割振りされていないため、検温など観察されていなかったことに気がつく。
前日に割振り表を作成するが、当日点検していないため漏れた。
前日作成するが、当日も患者割振り点検が必要。
夕方、血糖値が２８７で、インスリンのスケールあり、ヒューマリンＲ４単位を施行しなければならな 血糖値がスケール値を超えたことを忘れていた。
処置用ワークシートの書き出しの工夫し、一目で分かるようにする。中断した処置はそのことが分
いことを忘れ、２２時５０分コンピューター入力時に気付いた。医師に連絡し、様子観察となった。
かるよう目印などを付けるようにする。
夕方、転棟の際、温度板に血糖チェックの値が書かれていなかったので血糖チェック表を確認した 昨日の夕方、ＩＣＵから退室した際、指示表を確認し、血糖チェック表に名前が書いていればチェッ ＩＣＵ退室後は、リーダーは指示表を確認し、血糖チェック表に名前を記入する。
ところ、名前がなかった。
ク忘れはなかったと思われる。
夕方、病室にノルバスク１錠落ちているのを発見。朝の内服薬であった。病室はプレイルームであ 看護師管理薬を確実に服用させていなかった。内服服薬ルールの逸脱。
服薬ルールを遵守する。食事の際、処方箋で確認した内服薬は責任をもって服用させる
り、多くの患者がプレイルームで過ごす為ノルバスク服用患者を調べ、患者が確定できた。
夕方から起き上がり動作やラインを触る動作があり注意していたが申し送りの時に物音がしたの 観察不足
不穏行動のある患者様は頻回に訪床し観察する。
でベッドサイドに行くとＡラインを自己抜去していた。
夕方から居室から廊下等へ歩き出す行動が頻回に見られていた。何度となく居室へと誘導した
幻覚・せん妄がある患者様で、普段から歩行状態が少し不安定である為薬の調整が困難な状態 患者様は当院にて安静で保存的療法をしていく事になりました。現在は痛みの為か安静にしてい
が、歩き出し徘徊している。夜勤職員は患者様の居場所を確認しつつ他の業務をこなしていた。 であった。夜間帯の職員人数に限りがある状況での付き添いは困難であった。今後は業務・労働 ますが、今後はできる限り職員の見守れる範囲内にお連れして、安全な状態になるまで見守って
歩行状態はいつもと変わりなく少し不安定な歩行である。歩きつかれたのか？廊下沿いにあるトイ 体制上の問題、物理的な環境や設備上の問題の検討が必要か見直していきたい。夜間帯に関し いきます。
レのドアに寄りかかった途端、引き戸のためドアが動きしりもちをつくかたちで転倒したと思われ て薬の調整をしていく。
る。（転倒の瞬間は目撃していない。トイレのドアにもたれかかって、座り込んでいるところを発見
する）転倒時は痛みの訴えをしなかったが、日が変わり１９日の１：５０頃左大転子部から大腿部を
押さえて、痛みを訴えながら歩いている。その後他医療機関に受診し、「坐骨骨折」と診断されまし
た。
夕方になるにつれ不穏や幻聴が聞こえ，他の病室に入ろうとしたり、壁に激突したりの興奮状態と ドリムカム注射後は速やかに寝かせるべきだった
安全対策の万全を期すよう教育の強化
なり、ドルミカム１ＡＳ．Ｃし、車椅子に乗車させてナースステーションにて監視していた。ステーショ
ンには複数の看護師がおり行動を見守ってくれていたが、瞬時の隙に立ち上がり、足元がふらつ
きそのまま倒れた。車椅子に戻した後，ねむけがつよかったので、ベットに寝せた。外傷はなかっ
た
夕方に注入の準備をする時にNaClを内服袋から出すのを忘れて注入しなかった。
確認を怠った点。
確認を必ず行なう。
夕方に内服する薬が残っているのに翌日のＮＳが気づく
薬の前だし時に出し忘れた、準夜の確認不足
3回確認する
夕方に入院、自宅ではほとんど寝たきり状態で這いながらトイレへ行っていたと家人から聞いてい 入院すぐで患者の状態を把握しきれていなかった。痴呆がありベッド上安静説明していたが守れ 安全バーの設置、頻回な訪室。
た、同室者よりコールあり訪室すると部屋の入口付近で倒れているのを発見する。「トイレに行こう なかった。家人からの情報で動けないだろうという意識があり、もし動けたらという対策をとれてい
と思って」と本人。家人も側にいたが「歩けると」言ったので見ていたら自分で立って歩き座り込ん なかった。
でしまったと話す。
夕方のDIVを二人で準備中、一人が読み上げた際、カルベニンは０．２５gの指示になっているが、 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
ダブルチェックの必要性
「０．５g｣と言い、前日の準夜フリーが作成したボトルにもカルベニン０．２５gと書かれていた。指示
が、前日分は０．５gで、本日分から０．２５gになっていた。ダブルチェックのNsのもう一人が「０．２
５gでは？」と指摘し指示を二人でよく見て溶解する前に気付き、誤って準備せずに済んだ。
夕方のＰＥＧ注入時、夕Ｐの薬フェノバルピタール散を注入するのを忘れ、流動食を注入した。翌 注入時に確認しなかった。投薬内容が常に変化する患者であり、薬の注入の有無を確認するべき 業務終了後、処置後のチェックをしていれば、未処理に気付いたと思われる。処置毎、時間毎の
日の朝、注入時に他の看護師が気付き、判明した。
であった。
チェックを忘れないように注意した。
夕方の経管栄養を半分ぐらいまでつなぎ終わり、2人部屋に来た。入院日数が少ないＰｔ注意しよう 作業が中断したため
直前の確認の徹底
と思いつつ、同室者の経管栄養を持ってＢｅｄｓｉｄｅへ。点滴台へかけた所点滴が終っていたので
取り外す時、名前をみたら持っていた経管栄養と違っていたのに気付いた。
夕方の抗生剤の点滴を施行時にＢ氏のロミカシン１Ａ+生食１００ｍｌを誤って同室のＡ氏に施行し 業務に流されて確認を怠った事により起こった。
患者さんの名前、点滴に書かれている名前を３回以上声を出して確認するように指導する。
てしまった。約５０ｍｌ入ったところで他の看護師が気付き、除去した。
夕方の食事介助時に、本来Aさんの食事が配置されている場所に、配膳が間違っていたためBさ 配膳されている薬剤が本人のものであるかの確認不足であったと思われる。
内服介助時は、薬が本人のものであるか再度確認してから投与する。
んの食事、および本来正しく配膳されていたBさん用の内服薬を投与してしまう。看護職員が投与
後に気づいたためAさんの様子観察、12時間後異常なしと判断。Bさんには誤りなく薬剤を投与し
た。食事の配膳場所が間違っていたのに対し、薬剤の配置は間違っていなかったため、看護ミス
というよりは介護ミスである。
夕方の注入を行く前にインスリンの指示がある患者に、血糖値・インスリン投与をする前に注入を 情報交換、指示簿の確認をせず、注入を全員に行くときにつなぎ注入を行ってしまった。患者の状 実施前に患者の状態を処置を把握してから注入を実施するようにする。申し送り、情報交換時に
実施し注入が終了してしまった。他の看護師が注入前に血糖値・インスリン投与があったことに気 態や処置を把握せずに注入に行ってしまった。後に看護師に指摘され、インスリン血糖値検査が 他チームに処置を理解しておくようにする。情報交換を十分にし実施するようにしていく。また、注
付く。注入後の血糖値測定し医師に報告。注入後にインスリン投与することになる。
注入前にあることにきづいた。
入を行く前に担当チーム看護師との確認や声かけをしてから行うようにする。
夕方の点滴と一緒にラシックスが残っていた。日勤で朝施行する注射が残っていたことに気づか 日勤の看護師の注射伝票の確認不足。伝票は、朝・夕で施行するものと朝施行するものが交互 注射伝票をわかりやすく記載してもらう。施行前の確認作業を確実に行う。
ず、注射の準備をした。
に記載され、わかりにくい状態であった。夕の看護師は残っているものを確認したが、確認不足が
あった。
夕方の点滴をする時、患者Ａの抗生剤が残っていることに気がつかず、 0時20分深夜勤の看護 準夜勤務についた時確認不足。患者個人別の注射用カゴがあるが、数が多く重ねてあったので 注射については全て注射箋と薬剤との照合確認をすることになっているので、そのルールを確実
師が点検している時残っている抗生剤に気づいた。患者様には謝罪し０：２５から開始した。
確認がおろそかになった。
に守る。
夕方の点滴を準備し施行しようとした時、ボトル名と名札が違うことに気付く。
処方箋が重なっていた
名前と薬名を確認する必要がある
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具体的内容
背景・要因
改善策
夕方の点滴施行時、患者氏名、薬剤名を確認したが、抗生剤（スルペラゾン）が溶解されているか 確認不足のため、溶解されているか気付かなかった。
点滴伝票と薬剤を確認するだけでなく、溶解されているかも、必ず確認することを指導した。
どうかを確認せず、施行してしまい、溶解されていないまま、生食のみを点滴してしまった。抜針時
に他看護師が気付き、主治医に連絡、再度、同抗生剤を点滴した。
夕方の点滴準備中、すでにダラシンを混入した生食水に別の患者のユナシンSを溶解し混入させ 確認不足。
声だし確認。ダブルチェックにての確認。
てしまった。すぐに気付き新しく準備し直した。
夕方の内服をダブルチェックした際、アンカロン1回2Ｔの所1Ｔしかセットされていなかった。残数を 確認法がわかりにくい
わかりやすい確認方法の検討
調べた所1T多かった。朝・夕で内服する薬であった為、前夜勤での受け持ちに確認するもはっきり
覚えていないとの事。Ｄｒに上申した所通常通り1回2T飲ませていいとの事。
夕方の内服を確認しながらＮｓコール対応や、ＥＫＧモニターのアラーム対応をしていた。（日勤の 検査係がいない
業務内容の見直しを図る
残務も併用していた）夕方の鼻腔栄養注入終了後、Ｎｓステーションへ戻り、血糖指示板を発見
し、測定していない事へ気付き、すぐに測定を行った。
夕方の内服薬を確認し、本人に投薬、飲むところを確認した。その後夜勤ナースがベッド上に、夕 内服薬を服用するところを、側で見ていたが、十分な観察ではなかった。
医療スタッフに介助の必要性の判断を患者にあった介助を行えるよう、現場指導・教育をしてい
方飲んだはずの内服薬が落ちているのを発見しリーダーナースと主治医に報告し、内服すること
く。
になった。
夕方の薬を服用させようとしたところ、朝だけ服用するアクトス(糖尿薬)が、薬包に付いており、念 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
定期的に処方される薬のみならず、臨時薬や内科の処方があった時は、確実に服薬の内容や仕
のため、残っている数を確認したところ、1個足らず、昼の服薬時に服用させてしまった可能性が判
方を確認する。
明した。すぐに本人に調子を問うも、特に問題なく、念のため医師に報告し、診察を受けるものの、
特に身体症状や臨床症状に問題ないため、様子観察を指示された。セットミスによるものと、看護
者の服薬時の確認ミスによるものと考えられる。
夕方抗生剤投与時に同室者と人違いをし、追加したが、途中で他の看護師が気付き医師に報告 確認行為が守られず、次の業務を考え集中できていない。
分かっていてなぜ出来ないのか慎重に振り返りを行う。理解できる患者は、本人と共に確認をして
し、以前同抗生剤が投与されていたため使用して良いことになった。患者本人がねむっていたた
いく。
め声をかけずに名前を確認したつもりで投与してしまった。頭の中で他の患者のことを考えてお
り、集中が足りなかった。
夕方頃より、体動が激しく､柵を乗り越えたりして危険行動があった為､車椅子に乗車する｡看護師 体動が激しく､柵を乗り越える行動が見られていたが､車椅子に座り､ナースステーションに一人で 看護師が患者の側から離れる時は、患者を連れて行動し､必ず目の届く範囲で観察するべきで
が他の部屋に処置で呼ばれ､患者の側から離れた間に店倒。転倒した所を発見される｡そのとき、 いた｡
あった。また、抑制し、車椅子から動けないようにしておくべきであった。
腰の固定はされていなかった。
夕方主治医より口頭指示にてパンスポリン施注の指示があった。透析患者であり以前にもパンス 口頭指示の為に、処方箋の確認を怠った。口頭指示時に生食の指示もあったか不明。
口頭指示時の確認の方法の確立
ポリン1gと生食20mlで施行しており今回それに気づかずに生食100mlで施注してしまう。翌朝の申
し送りにて発覚
夕方入院された患者で、前回入院時もラインの自己抜去があったとの情報あり、末梢ライン挿入 観察不足
頻回に訪床する。
部を包帯で巻いて保護していた。ナースコールあり訪室したら、末梢ラインを自己抜去していた。
自分で包帯をとって抜針したと家人が言われた。
夕方配薬時バルンカテーテルを自己抜去しているのを発見する。
患者状態把握
頻回な訪室、排尿状態観察を十分する。
夕薬についているはずの便秘薬が就前薬の場所にセットされていた。
定期薬準備、セット時の確認が不十分だった。
1人1人の確認を怠らないよう病棟職員に対し呼びかける。
夕薬のチェックの際、本日昼の臨時ＫＭ散が未使用のままケースにセットされていた。１９日昼～２ 配薬後のケース内のチェック不足。マニュアル通りの確認がされていなかった。
配薬後のケースないチェックを徹底する。職員に申し送り注意を促す。
３日朝までの処方であったためＤｒ許可により２３日昼へ忘れた分をずらす。
夕薬をチェックする際、臨時処方薬が１包ない事に気付き、薬の保管場所を探すが見つからず、 前日の担当者が準備する際、それをチェックする際、与薬前に２名で確認する時、間違えている事 確認の際、２名で声を出し落ち着いてチェックする必要があると思われる。
昼薬与薬後の空袋の入った不燃物の袋の中をチェックすると、本日の臨時処方薬の夕薬の空袋 に気付かず。
が見つかる。その時点で夕薬の臨時処方薬が間違えて与薬してしまった事に気付く。
夕薬を与薬したが、夕食介助の時に患者の席の近くに錠剤１錠が落ちていたのが発見される。溶 口腔内を看護師と看護助手で確認したが、奥深く細かく観察しなかった。
口腔内の奥深くまで観察する。錠剤ではなく粉薬にする
けてしまっており、明確でないものの、夕薬のリスパダールの可能性が高い。主治医に報告し、２
２時か２３時になっても眠れないようであれば、リスパダール再与薬の指示が出る。
夕薬を与薬していたら一人分の薬が無いことが判明。ナース室にあると思いそのまま与薬を続け 薬のミキシングを独りで行った また ミキシングの最中中断したこともあった。当事者は新人で患 ミキシングの場所を変えた。ミキシング後も薬の確認。混ぜた薬の空は捨てず薬と共にクリップし
た。ナース室には薬が無く空袋のみであった。薬を混ぜる際、他患の薬に混ぜた恐れあり、それを 者の対応などに追われていた。ミキシングを行う場所も患者の声が届く環境であり、やむをえず中 ておく。 ミーティングを開き与薬に対する認識を高め、マニュアルを遵守する。
服用した患者も特定できず。
断したと思われる。 ミキシングも二名で行うルールになっていたが、マニュアルが守れていなかっ
た。
夕薬確認時、残薬１錠不足に気づく。どこで紛失したか、過剰与薬したか不明。患者様の状態に 単剤で処方されていた。
薬剤の１包化。
異常はない。
夕薬確認時、昼薬があることにきづく。昼薬と夕薬を間違えて与薬したことに気付き、主治医報告 内服確認時、患者の名前だけで、いつの薬かきちんと確認されていなかった。
今後ダブルチェック時に、名前といつの薬であるかという確認もしっかり行う。
し、血圧の低下が予測され、バイタルの観察を続けるよう指示うける。
夕薬内服後のダブルチェックに就寝薬を間違えて内服してあるのを見つける
看護師の見ていないときに自分で薬配車から出し内服した。看護師も持っている薬を確認しな
本人に自分で出さないように注意した。当直医に報告し夕薬の内服時間の指示受ける
かった。
夕薬与薬の際、Ａ氏の薬を与薬するため注射器に薬をつめた。その際、Ｂ氏の薬をダブルチェック 薬を２名でチェック後、患者に与薬終了するまで相手の看護者が見届けていない。また、与薬が 一人、一人の患者に確実に与薬終わるまでもう一人の看護師は見届ける。患者に与薬の途中
のため見た。その後Ａ氏の注射器を持ったままＢ氏に与薬してしまった。一緒に与薬に回っていた 終わらない途中で他の患者の薬の確認も行っていて、誤認する状況になっている。
で、他の患者の薬の確認をしない。
看護師に言われ気がついた。
夕薬与薬時、患者様の薬がない。その患者様の朝、昼、就前分の薬を調べてみても紛れていると 本日変更になったのでセットするときに、明日の分からセットしたと思われる。
日勤者がセットしたら与薬前に夜勤者がダブルチェックするべきであり、日勤者でもダブルチェック
ころはない。今日、処方が変更になったと申し送りを受けていたが、夕薬がなくなったとの連絡は
する。
受けていない。１２日分を服薬していただく。
予定されていた手術のため患者を手術室まで連れて行ったところ、患者確認の際、ＩＤバンドがつ 手術搬入前のチェック項目が書かれた板があるにもかかわらず、使用しなかったため、ＩＤバンド 既存のチェック版を使用し、確認を行う。
けられていないことに手術室看護師が気付いた。手術室に居合わせた主治医にＩＤバンドをつけて 未装着であることを見落とした。
もらい、予定通り手術が行われた。患者への影響は特になかった。
予定の手術が（ソケイヘルニア）緊急手術が入ったために入室時間がオンコールとなる。主治医 説明不足（医師・看護師）。入室時間が曖昧→家族が待てずに帰った。
説明したことについて家族が理解したかを確認。オンコールのだいたいの時間を伝える（１５分前
は患者に手術時間変更を伝え、家族が一人いるようにと伝えたとのこと。手術室より入室１５分前
では短い）。
に連絡があり。家族が来院していないため連絡。入室が遅れた。（３０分）
予定の点滴忘れ
患者の疾患と治療の関連性を理解していなかった。患者の情報収集不足だった。
患者の経過を情報収集し、状態を把握、理解する。薬剤の効果、使用方法を理解する。
予定時間より早く補液が終了し、次の抗生剤投与まで、さらに補液が追加となった。
これからOP出しとなる状況だったので、他のことに気を取られ滴下状況の把握が不十分であっ
・滴下状況の確認不足 ・落ち着いて物事を行う
た。
予定手術の当日、「病棟の手術時等の中止薬剤一覧」を見た医師が患者が内服薬のセロクラー ・「手術時等の中止薬剤一覧」が『院内』と『病棟』の２種類あった。『院内』ができてからも、病棟で ・『院内手術時等の中止薬剤一覧』を見直し、一本化した。 ・医師・看護師・薬剤師等関係者へ周
ル（アポノール）を中止していないことに気づき、手術は延期された。外来で手術を予定する際に、 は独自のものを使っていた。 ・外来との連携が不足していた。 ・医師が手術時の指示を出す
知するよう広報した。
看護師がオーダー画面で内服薬を確認したが、セロクラール（アポノール）は「院内の手術時等の 際、処方内容の確認が不足していた。 ・
中止薬剤一覧」には載っていなかった。外来では医師は「院内の手術時等の中止薬剤一覧」を見
ており、薬剤の中止を指示しなかった。
予防接種は看護師が薬液を準備し医師が施行している。21日女児の2回目の日本脳炎の予防接 確認不足。準備した者と施行した者が別であった。
医師と看護師で声に出して確認する。決められた手順を守り、母子手帳、問診票を見て予防接種
種終了後、医師が母子手帳にロット番号シールを貼る際、前回7日1回目の日本脳炎のシールが
の種類を確認する。薬液を医師に渡す際、看護師も○○ですと薬液名を告げる。
貼ってあるべきの所に三種混合のシールが貼ってあるのに気付く。前回問診表を確認したところ、
日本脳炎を施行すべきところを、三種混合を施行していた事が分った。医師より母親へ体には影
響ないことを説明。次回2回目の日本脳炎施行を説明され母親も了解された。
予防接種間隔が短い場合、追加接種が必要なことを説明していなかった。
当番医から代診医への申し送り不足
急病等で休む場合は確実な申し送りが必要
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具体的内容
予約されていた注腸検査が、前日夕方に予約がシステムからキャンセルされていたこととカルテ
14003
に検査キャンセルの旨を記入されていた事に気付かず、当日検査を行ってしまった。
14004 予約で採血した時に、オーダーされた内容と違い、末血を取り忘れてしまった。
予約で頭部の造影撮影に来られた受診者が、問診表の既往症が事前チェック不足で、撮影前の
14005 診察で、撮影が出来ない項目があった為、撮影が出来ず、受診者に多大なご迷惑をおかけする。
14006
14007

14008

14009

14010
14011
14012

14013
14014
14015
14016
14017
14018
14019

14020

14021
14022
14023
14024
14025
14026
14027
14028
14029
14030

背景・要因
改善策
当日予約システムの確認をしていなかったことと、患者さん本人が検査を希望していた為、気が付 当日の検査の予約システムの確認とカルテの確認をすることを徹底する。
くのに遅れた。
採血依頼伝票をよく確認しなかった。
検査前に内容を吟味し、必要な検体の採取量を確認する。
事前の問診表項目チェック不足。業務手順の不具合。
業務手順の改正。予約の際に、チェックもれを防ぐ為、撮影日決定前の事前の診察を確実に行
い、その後日時を決定する。

予約のスピッツを作る際、ラベルの名前を間違えて記入してしまった。

予約を全て受け付けてからスピッツを作ったため、受付番号を間違えて記入してしまった。予約に
関しては技師２名により確認をしているが、スピッツの名前まで確認をしていなかった。
予約の変更を入力していなかった
業務中断しての予約入力
予約外の患者様にＣＴ造影検査の指示あり。１３時過ぎアレルギーがある為、前処置として生食２ 頚部ＣＴ造影検査では、食事をしても良いことになっているが、アレルギーがある為、独自の判断
０ml＋ソルコーテ７５０ｍｇ静注し、１５分後にＣＴの指示あり。患者様の母親より「お腹すいているし で食べさせないほうが良いと思い説明したが、二人の看護師の母親への説明が統一されていな
何か買ってくる時間あるか」とＡ看護師に問い合わせあり「はい」と答える。（母親は食べさせてよ かった。待合室で待っている母親へ、患者様がベッドで休んでいる事を伝えなかった。
いかと言った様だがはっきり覚えていず）Ｂ看護師は１０分くらい待って検査へ行く事説明する。母
親は「注射は一人で大丈夫」という。その後母親は買い物に行った。Ｂ看護師は患者様をベッドに
臥床させ前処理を施行しそのままベッドに休んでいてもらう。（処置が混んでいた為患者様が中で
休んでいる事を母親へは全く説明していず）時間によりＣＴ室へ案内しようとすると、母親より「何か
食べさせても良いか」と聞かれ、Ｂ看護師は「アレルギーがあるし、吐いても困るので検査終了後
に食べさせてほしい」と伝える。母親より「最初の看護師は食べさせて良いといい、次の看護師は
食べさせないでという。看護師の統一性がない。買い物から帰ってきてずっと待合室で待っていた
のに、子供がどこにいるか何の説明もない。」と指摘され激怒する。
予約患者の情報が入力してある装置で、キャンセル待ちの患者をそのまま撮影し、サーバーへ送 昼休憩が短かったことによる疲労。 検査の順番を急遽変更したことによる準備不足。 検査前、
信した。放科医師の指摘により発見し、患者情報を修正した画像を再送信した。数日前、整形外 検査後の確認不足。
科医師より「どうしてもに撮影してもらいたい患者がいる」と連絡があった。予約枠はすでに埋まっ
ており、外来患者であったため、やむをえず本来は休憩時間である12：00より撮影することとした。
当日になり、予定より10分程度遅れて患者がＭＲＩ室に到着した為、昼休憩は20分程度でインシデ
ント発生時は少し疲労していた。14：15、14：30予約の患者Ａを撮影する為Ｂ病棟に連絡したとこ
ろ、「糖尿病教室へいってるので病棟にはいない」とのこと。急遽、神経内科よりキャンセル待ちの
依頼のあった患者Ｂを、Ａ病棟に連絡しＭＲＩ室へ来るように伝えてもらった。すでに患者Ａを撮影
する為の準備ができていた為、このときＭＲＩ装置にはＡの患者情報が登録されていた。また患者
ＡとＢとでは撮影部位が異なるので、頭部検査用コイルから背椎検査用コイルに付け替える必要
があった。検査用コイルは非常に高額な為、丁寧に付け替え作業を行っていると、作業終了とほ
ぼ同時に患者ＢがＭＲＩ室に到着した。患者Ｂに問診と持ち物チェック、検査の説明を行い、検査室
内に案内した。ポジショニングを行い、検査を開始した。このとき装置にはＡの患者情報が登録さ
れており、それに気づかず検査を行ってしまった。また検査終了後も、別の患者の患者情報である
ことに気づかず、そのままサーバーへ転送してしまった。
予約時間より1時間遅れた時点で患者さんより「あと何番目か」との問いに「2番目になります」と答 業務手順、連携と情報伝達の問題
えると「今日は急いでいるので、薬だけでいい」と言われ帰られた。このまま、気付かなければます
ます待ち時間が延長する事になりご迷惑を掛ける事になった
予薬を忘れる。
処方が変更しているのに追加をしないでしまった。
余剰ガス排気管が、通常接続でない部分に接続してあった。麻酔終了時、バッグの圧が下がりに 手技ミス
くいので医師が気付いた。（排気管の誤接続による影響はない）
与薬のみの患者様で持ち時間が長いといって怒って帰られた。その後投薬処方箋取りにこられず 朝から腰痛の急患様があり、その患者様の後に当患者様のカルテがあり、はじめに与薬のみなら
月日が経ってしまった。
そんなに時間がかからないと言っているため、結果的には４０分弱ほど待ってもらうことになった。
もう少しかかる事を伝えたが帰られた。他科でくすり処方をもらえばよかった。気がまわらなかっ
た、忙しくて。
与薬の準備はされていたが、定時の与薬を忘れた。
巡回時に患者時様態は安定していたため、別のことに気をとられ与薬するのを忘れてしまった。
与薬の錠数の投入間違いがあり、システム上の訂正は行ったものの、薬剤科への連絡を行わな オーダリングシステムの認識不足と周知不徹底。
かったため、処方箋自体が訂正されず、間違った錠数のまま支給された。
与薬の追加指示がなされていたが、忘れてしまった。翌朝発見し、医師へ報告、経過観察し朝か 指示箋の見落とし。注意力散漫。
ら与薬した。
与薬ボックスの薬を個人ごとに１包にまとめていたら、一人分不足したため、全員の薬を破棄し、 個人の名前の確認が不十分だった。
再度セットし直した。
与薬をするも服用確認をわすれる。
しっかりしている人なので飲んだといっているのでケースの確認をしなかった。
与薬介助必要な患者に（薬の封を切ること）されておらず、前日の夕食後の薬と当日の朝の薬を 介護福祉士はリーダーに報告しようと思っていたが忘れてしまったとのこと。患者の服薬介助のマ
内服していなかった。そのことを患者より訴えられた当日、受け持ちの介護福祉士はリーダーの報 ニュアルはあるが、確認作業に関する部分は個人任せになっていた。
告せず、朝の薬のみ服薬介助した。薬の中身が消化剤であったので患者の状態に変化はなかっ
たが、循環器薬剤などであった場合は危険である。
与薬係の看護師Ａが、内服薬の準備をした。患者は薬の自己管理が難しい為、服用ごとに看護師 薬を準備した看護師Ａが、朝と夕の薬を間違えて入れた。薬を服用させた看護師Ｂは、服用時に
がベッドサイドに持っていき、服用の介助をしていた。夕食後の薬を服用させた看護師Ｂが、服用 薬包にかかれた患者の氏名は確認したが、それが朝食後の薬なのか夕食後の薬なのかを確認
後の薬包を見て、朝となっているのに気づいた。ナースステーションで朝薬を確認すると夕食後薬 せずに服用させた。薬包に書いてある朝、夕の字が小さくて読みにくかった.また、それ以外服用
があり、朝分と夕分が入れ替わっていることがわかった。薬剤は１日３回服用している鎮痛剤で、 時間を示す表示がされていない。看護師Ｂは、夕食後の服用ケースに入っている薬に間違いがな
朝と夕の薬の内容は同じであった為、患者への影響はなかった。
いと思い込んでおり、確認を怠った.
与薬車に準備しておいた薬が紛失したため、翌日分を繰り上げて与薬した。
与薬準備作業における確認不備、薬品管理状況が不適切
与薬終了後、時間が経つてから薬の箱に１名の薬が、残っているのを他の看護師が、見つける。 すでに、与薬されていると思い込んでいた。最後の薬の箱の確認が、あいまいだった。
与薬準備の際、一回2本ずつ入れる５０％ＴＺ20ｍｌの残数が4本多いことに気づく。どこで入れ忘れ 次回処方7日分がすでに整理されていたが、今の処方分と混在しておいていたため、残数を確認
たのか不明。
するのも実施しづらかった。処方箋別に整理されていなかった。ダブルチェックの効果が出ておら
ず、指差し声だし確認ができていなかったのではないか。
与薬準備をする際に、指示されたものと異なる薬をセットしていた。
思い込み。指示内容の確認不備。
与薬日前日の昼に内服薬とフランドールテープが処方された。リーダー看護師は内服の処方箋控 指示伝達の不備。 フランドールテープの貼用時間の統一がない。
えに、日付を記載し、担当看護師に伝え服薬した。フランドールテープについては時間記載がなく
送りもなかったため18時に貼る予定が伝わらずもれてしまった。
与薬忘れ。２種類中１袋投与忘れ。
認識不足
与薬予定だった薬（カリセラムＮａ）を予約し忘れ、遅れて与薬した
役割分担がしっかりと行なえず、責任の所在が不十分であった
幼児常食の味噌汁に髪の毛が混入していた。
髪の毛の質から考えると本人の物の可能性も充分考えられるが、盛付け時の可能性も考えられ
る。
幼児食Aのおやつ、ババロアとヤクルトを配膳しなければいけないのにババロアしか配膳せず、ヤ おやつ用お盆にヤクルトとババロアを載せ配膳車に積み込む時、または、配膳車で病棟に持って
クルトは配膳車に残っていた。病棟より連絡があり配膳し直した。
行く際に、 ヤクルトが配膳車転げ落ちたのに気が付かなかった。
幼児食に短い髪の毛が混入
確認・観察不足
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システム入力、ラベル発行、台帳への記入等全て確認をする。
入力を直ちに実施を徹底する
前処置を使用し検査をする患者様の場合、直前の食事をどうするか再確認し看護師の統一をは
かる。 （放射線科医師に確認するとアレルギーがあるなしにかかわらず、直前は控えたほうがい
いとの事で看護師の統一することにする） 場所を移動するときは、必ず家族へ伝える。

十分確認を行い、落ち着いて検査を実施する。サーバーに送信する前に、患者情報を正しく入力
している自信があっても、再度必ず確認をする。

予約の取り方を5分間隔から10分間隔として対応してみる
変更時のルールを明確にする。
準備する時、使用する前、使用する時、手順どおり確認する。
緊急時他科医師にお願いしたり方法を考える

与薬時の確認作業の徹底
全ての処方箋の訂正については薬剤科へ必ず連絡するよう徹底する。
与薬準備時の確認作業の徹底。ダブルチェックの励行。
薬包の患者名をきちんと確認しながら、作業をする。
常にしっかりしていても内服の服用確認を怠らない事。
配膳、下膳時の確認作業の徹底。病棟マニュアルの見直し。

看護師は、薬を服用させるときは、患者氏名、部屋番号、服用時間を必ず確認する。看護師は、
予薬の準備をする際には、必ず３回確認してから、与薬ケースに入れるという原則を守る。朝、
昼、夕を示す表示（色別の線を引くなど）をして、一目でわかるような工夫をする。
与薬準備でのダブルチェックの実施の厳守
前もって担当者かリーダに渡し与薬してもらう。薬の箱の確認は、丁寧に行うこと。
残数のチェックを行なう。残数確認しやすいよう次回処方と重なる場合はナイロン袋に分けたり見
やすいように工夫する。カルテにサインをする際、残数も記入しておく。
ダブルチェックの励行。患者情報の確認の徹底。
フランドールテープの貼用時間を統一する。
手順遵守
役割分担を確実に行う。
調理従事者に周知し、一層の注意を促した。
検討中
確認を徹底する

14031
14032
14033
14034
14035
14036
14037
14038

14039

14040
14041

14042

14043

14044

14045
14046
14047
14048

具体的内容
背景・要因
改善策
洋式トイレからナースコールあり、もう少し座っているとのことで離れた。１０分後コールあり行くと 患者状態把握
１回目のコール時付き添いがあればと思った。移動時のコール指導する。
ふらついてトイレの棚に頭を打ち床に座ったとのこと、異常なし。
抑制せず様子をみていたが自らの体動でベット柵が床に落ち右前額部に３ｃｍ×３ｃｍの膨張を できるだけ抑制はしない方がよいと思い安全に配慮していたが、結果的には外傷を負わせてし
安全に配慮した上でならば抑制はなるべくしないようにする。ベット柵が動かないように工夫する。
確認する。体動時ぶつかったものかは不明である。バイタル異常なし。クーリングにて、朝には膨 まった。
体動が激しい場合はクッションなどを周囲に置き、外傷にならないようにする。
張軽減する。
抑制実施していたが、抑制を自己ではずしチューブを自己抜去した。
抑制状況の確認不備
抑制実施時の確認の徹底、観察の強化
抑制帯の不十分な固定によるNGチューブの自己抜去
抑制帯を自己判断で固定をゆるめてしまった
上司に確認のうえ実施すべきだった
抑制帯をしめていたが、ベット柵の間に宙ずり状態になっていた。
抑制帯の装着についての誤りがあった。
装具の正確な装着についての指導を看護者にする。
浴室で、患者様が皮下出血をしているのを発見する
観察不足
着替えの時注意する
浴室に移動する際にストレッチャーのストッパーを掛け忘れ転落しそうになる。
ストッパーを掛けるという業務手順ができていなかった
掛けたつもり！！再度の確認をする（できれば複数で）
浴室のサンダルにつまずき転倒。
患者用の下駄箱を設置する必要がある。
下駄箱設置
浴室のすぐ外でドアの前に立ち、入浴介助を行う患者の順番を入浴予定者リストを見ながら考え 患者様は、転倒により骨折し入院されて来た方で、転倒の可能性が高いと考えられたこと。入浴し 入浴介助前は入浴が予定されている患者様の安静度などの情報収集を行う。浴室内は松葉杖等
ていた。その後入浴中の患者は問題ないかを確認するため脱衣室に入ると、浴室の中にすでに ている患者様の安静度を正確に把握されていなかったこと。浴室に片松葉歩行している患者様を での歩行をやめ、車椅子を使用するか、歩行介助をするなど他の方法を実施する。
片松葉で立っている患者様がいるのをみた。その時歩行し始めたのを少し見て歩行は安定してい よく観察できておらず、松葉歩行の転倒の危険性について知識不足で予測が出来なかったこと、
るように思われた。少しの観察で歩行が安定していると判断した後、浴室の脱衣所を整理整頓し そのため正しい判断ができなかった。入浴介助のケア予定について考えすぎ、患者の周囲の状況
ていたとき、浴室から騒いでいる声が聞こえてきたため、浴室に行くと仰向けで体勢を立て直そう や状態についてよく観察・判断できていなかった。
としている患者様がいた。すぐに近寄り、痛みの部位と強さについて聞いたところ「創部のあたりが
痛い」と話され、意識ははっきりしていた。痛みを訴える言動はなかったが、動揺する表情が見ら
れた。他に痛みはないか、どの様に転倒したかを聞き外傷はないか、創部は変化ないかの観察を
した。すぐにナースコールをして他の看護師等が来るのを待った。その間患者様は痛みの訴えが
なく、落ち着いており本人が立てそうだと言うので体を支えながら立ち上がりを介助した。その時、
入浴担当である看護助手がきたので患者様をその場で風呂用のイスに座らせ、看護助手に側に
いてもらい自分は詰所まで戻り、リーダーに報告した。リーダーからＤｒに報告した。リーダーから
は、Ｄｒに連絡とれるまで状態を観察しながら入浴を続けてよいと受けた。そして浴室に戻り患者様
を観察したところ痛みは落ち着いており、シャワー浴の希望があったため状態観察を行いながら、
シャワー浴を継続した。
浴室の取っ手が外れてしまい取っ手と共に浴槽に入ってしまった。
定期的に点検は行っていたが、患者が斜め方向より取っ手を引っ張り外れてしまった。
古い取っ手、固定が不良な取っ手は廃棄する。
浴室脱衣場にて、患者様が椅子に座っていた。私が他患者様を誘導している間、椅子に座ってい 他患者に気を取られ、観察不足であった。要介助者が増加しているが、それに対応した設備でな 入浴時は、介助の番になるまで車椅子のまま待っていただき、入浴する時に、車椅子から移動す
た患者様が靴を脱ごうとされ、そのまま前に転倒する。左前額部、打撲。着脱担当者も他患者様 いため、浴室の狭いスペースに人が集まってしまい、観察が行き届かない。
る。
を着衣させていて、患者様が転倒された音で気づく。
浴場から１人で上がろうとした患者に職員が横から左手を持って階段を昇っていた。 →最上段の いつもどおり１人で上がっていたので、簡単に手を添えた程度だったので滑ってしまった。
１人で出来ると思い込まないで、常に注意するよう心がける。元気な患者と思っても油断せず、階
ところで足を滑らしてしまった。 →尻は付かなかったが、左足底から出血があり、3×1cmの表皮
段においては、体をきちんと支えて上げなければいけない。
剥離を負ってしまった。 →右手で手すりに掴まっていたが、力が入らなかった為、右胸が手すり
に当たったらしく患者から“右胸を打った。”との訴えがあった。 →左足底に創傷処置し、右胸に
は湿布を貼った。→VS異常なし。Dr報告。→X-P異常なし。→家族に連絡した。
浴場にて脱衣後、車椅子に乗車させたまま入浴の順番を待たせていた。 →他の患者の脱衣をし 他の患者の脱衣だけに集中してしまい、周囲の観察を疎かにしてしまった。脱衣所にて職員１人 脱衣所には、常に職員が２人以上居るようにする。周りを注意深く観察できる状態を作る。“座って
ていたところ、車椅子の前方に右下側臥位の状態で床に倒れているところを発見した。 →車椅子 のみで介助してしまった。“座っていてくれるだろう”と思い込んでしまった。
いてくれるだろう”と思い込みをしない。
に乗車させ、打った部分を本人に確認した。 →“頭が痛い”と訴えながら、手で後頭部をさすって
いた。 →バスタオルをかけ病棟に連れて行き、看護師に報告した。
浴場の脱衣室にて、車椅子乗車、入浴の順番待ちの間に患者が、前方に頭部から床に転落し
普段から体動活発であり、車椅子乗車中はリクライニングの状態にしておかなければいけない患 車椅子乗車中はリクライニングさせるという事をスタッフ全員が認識し、体動が活発なため、ベルト
た。 →すぐに車椅子に乗せ、疼痛の有無・呼名反応を確認。 →入浴を中止して、病棟師長に報 者であった。転落時にリクライニングされてなかった。
装着を検討した。カンファレンスをし、車椅子乗車中は、抑制をする事とした。
告。→病棟に帰室した。 →VS測定。打撲部の状態を観察し、担当医に報告。 →Dr診察後、頭
部CTの指示を受けた。 →右前頭部に腫脹・皮下出血があり、クーリングした。
浴槽から出て立ち上がろうとし、右側臥位に倒れ、左下顎を打撲。その他外傷なし。血圧は１０２ 濡れている浴槽の踏み台につかまって立ち上がろうとした際に、滑り転倒したと思われる。
・入浴時、足元に気をつけるよう声掛けをする。 ・観察
／６６ｍｍＨｇ
浴槽から出る際、二人介助で行うも、声掛け足らず息が合わず、利用者のマヒ側の足の小指が栓 介助する職員の注意不足
利用者のADLをきちんと確認して介助する。介助の際は、十分に気をつける。
にひっかかり皮がむけてしまう。
翌月分の内服薬（非ＨＤ分）を与薬した。
深夜で朝分の内服薬（非ＨＤ月分）が出してあったが、確認の際日付も翌日であったのに、与薬時 他の薬の日付やカレンダーを再度みる。日時の確認を与薬に行う。
も確認時も日付が翌日であることに気付かず、思い込んで与薬した。血圧１７８－７８。
翌週分の定時薬の内容チェックを行おうとしたが処方内容の印字が途中で終わってしまった状態 病棟へ手渡す前の薬局での書類の確認が不十分だった。
処方内容チェックは以前より行っている。土・日の夜勤業務対でのチェックのため早くても月曜日
で病棟へあがっていた。Ｄｒ用処方箋で内容を確認し、薬局でプリントしなおして貰うよう申し送る。
に薬局への報告となってしまう。今後も「処方箋のチェック」も含め行うこととする。

翌朝、薬を早めに配薬し、患者さんが間違って内服した。
翌日CFのため、サンケン食を摂取しなければならない患者様が全粥食を摂取していた。本人に確
14050 認しても検査食を食べていると言っているので安心していると、食事に全粥食が上がってきたため
不審に思い、栄養科を確認するとサンケン食は上げていなかった。
翌日ＩＶＰの検査のため朝延食だったが食事の伝票を切るのを忘れており次の日食事がきてい
14051
た。その日の受け持ち看護師が気がつき食事は患者にくばられずに済んだ。
翌日からの薬のセットをしている時、１２日の昼リザベンが残っているのを発見した。
14052
14049

患者さんの理解力を考慮せず配薬した。
食事伝票(サンケン食)は提出されていたが、検査食が上がっていなかった。

高齢者の配薬は、できる限り直前にする。
患者様の言葉を信用して、自分の目で確認することを怠っていた。病棟でも検査食の確認が必要
である。

検査把握不足。

きちんと伝票切るようにする。

最終確認不足。リザベンは臨時薬であり、定期薬は朝夕しかなく抜けたと考える。発見されるまで 定期薬が朝夕で臨時薬があるなら、引き出しに臨時薬処方中と明示する。薬の準備時、抜けがな
に日にちが経ち過ぎている。
いか示唆呼称確認する。
翌日から増量予定の麻薬を前日に増量して与薬した。看護師が日付を勘違いして指示簿を見た。
ダブルチェック時に声を出して１項目ずつ指差しをしなかった。
指示の確認時には必ず声を出して２人で１項目ずつ指で押さえて確認することを病棟の全員が
14053
指示簿をダブルチェックしたが２人とも日付の勘違いに気付かなかった。
行ったかどうかリスクマネージャーが毎日確認する。
翌日の院外健診（Ａ地）予定人数が準備していた数よりかなり多かった。予備スピッツの数を確認 ・確認不足（翌日の予定表がでていない床にスピッツを準備したため、健診予定表の数で準備） ・最終確認を確実にする
14054 したが予定人数より少なかった。スピッツの在庫がないか業者に確認したがどこもなく、翌朝Ａ地
まで運んでもらった。
翌日の採血カード（説明用）を、間違えて同室の同姓患者に渡していた。その後、本来カードを渡 同じ病室に同姓患者が居ることで、特に注意する必要があったにも関わらず、フルネームでの確 マニュアルどおり、フルネームでの声出し確認を徹底する。
14055 すべきであった患者から、カードを受け取っていない（説明を受けていない）のに採血があったと指 認を怠った。
摘され、渡し間違いに気付いた。
翌日の採血が残っていないか確認しようと引き出しをあけようとしたら、間違って本日の引き出しを 業務確認
準夜で再度確認することが決められていたのに忘れ、複数で確認する。
14056
開けてしまった。その時、採血オーダー伝票が残っていた。
翌日の持続点滴の指示が出ていなかった。
医師の認識不足。注射伝票の指示で翌日分の準備をすることになっているが、継続指示の伝票 受け持ち看護師が、伝票が終了する際、継続指示が終了なのか新しい注射伝票が指示されてい
14057
が終了しても継続するのかがわかりにくい。
るかの確認を行い、リーダーに報告する。医師は意識して指示する。
翌日の注射処方箋を確認する際、本日朝施行予定の点滴が、施行されずに残っているのを発見 受け持ち患者の情報収集不足（点滴の有無）
受け持ち患者の中に、点滴施行患者がいないか確認する。 ・カーデックス ・注射カート
14058
した。
翌日の朝食前の内服薬が本日の眠前のケースに入っていたので名前の確認をして内服させた。 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
内服の確認のチェックリストを作成した。
14059
患者には低血糖症状はなかった。
翌日の朝薬をセットしていたらある患者様の薬がなかった。内服開始日である為、前病院からの 他科からの薬の多くは処方され、棚に入っていてセットされていないことが以前にもあり、注意して 非常勤・常勤に関係なく薬のセットの方法を各自把握するよう注意する。
14060
持参薬は棚に置いてありセットされていなかった。その後、確認し、セットする。
いたが防止できなかった。マニュアルどおりの業務ができていない。
535

14061
14062
14063
14064
14065
14066

14067

14068
14069

具体的内容
翌日の点滴の確認をしていたら、２人の患者の点滴が入れ替わっていることに気がつく、薬剤部
から上がってきたとき、書き間違えた。
翌日の内服準備中、本日の朝薬の予薬忘れに気付く。前日に朝薬の中から一部抜去の指示があ
り、抜去したぶんと、与薬しなくてはいけない分が一緒に束ねてあった。
翌日の内服薬セットの時、カルテで確認してセットしていた。バイアスピリンが無い事に気付いた
が、配薬車の確認を怠りメモを入れることや申し送る事も忘れていた。
翌日の配薬中、他院からの処方薬が空であることに気づく。他の袋を確認すると曜日指定の月･
水･金服用の薬が1日分足りないことに気づく。
翌日までの内服薬の分包が複雑でセットを間違えそうになった。
翌日より化学療法が始まるため、準夜でルートキープしていたが、翌朝までラクテック1本の指示
だったものが、予定より速く入ってしまった。ルートキープ後、発見するまで滴下調整に観察に行け
なかった。部屋担当のスタッフにも依頼不十分だった。当直Drに報告し、次につなぐ予定のものを
早めにつないでよいと指示をもらう。
翌日検査予定であったが具合悪く緊急で本日施行の指示、午前中に出て伝達する。しかし夕方に
なっても検査施行されておらず伝達した看護者Ａが忘れているのだと思い込み伝達して言った看
護者Ａではなく別の看護者Ｂに再度依頼する。昼の時点で本日の検査は中止となっていたが再度
依頼されたため又変更になったものと思い検査を施行してしまう。
翌日手術予定者のＭＡＰを外来と病棟で二重発注してしまった。午後に指示の倍量が届けられ二
重発注に気づいた。
翌日退院の患者に薬剤師が薬を渡し説明したが、朝と昼の分を夕食後に服用してしまった。 影
響はなかった。
翌日点滴抜去の指示だったが、前日と思い込み点滴抜去する

業務手順確認

背景・要因

改善策
点滴ボトルに氏名記入時は十分気をつける。前日の日勤者と深夜で確認を続ける。

内服分と、抜去分が明確に区別されていなかった。

抜去分は別の場所に保管する。

内服薬をセットしている時にナースコールに気を取られていたこと。

すぐにセットできない事や確認できない場合は、自分のメモにとっておいて落ち着いた段階で処理
する。
配薬がすんだら再度確認を徹底する。

隔日服用となっていた薬を間違えて服用させてしまった。確認不足。

内服薬の分包ミス
翌日分までは薬剤科で分包してもらう。
部屋担当のスタッフよりルートキープの依頼をされたが、滴下など確認不十分のまま実施してしま 今回、依頼された時点で確認がしっかり出来ていなかったため、投与前に自分でしっかりと確認を
い、その後も確認できていなかった。また担当スタッフにもルートキープ後のフォローを依頼してい してから実施する。また、その後のフォローを誰がするのかも明確にしておく必要がある。
なかった。
伝達確認がきちんとされていなかった。

指示変更がなった時点で前に受けた看護者へ変更なったことを伝える。看護者間の伝達を確実に
する。

情報伝達と確認の問題点

入院患者に関する外来部門チェックリストの書き込み。緊急対応した場合の病棟への連絡徹底。

チェックの仕組みの問題点

説明を明確に伝える 観察の徹底

レントゲン結果により点滴抜去予定であった。オーダーが出た際、日付を確認せず、本日と勘違い 指示確認は必ず日付、氏名、指示内容をみることの徹底、またオーダーを見た際Ｗチェックをする
してしまった｡
必要があった。
翌日分の（ラベル）ラシックスが混注実施されていた。当日分が残っていたので、未実施と思い、２ 確認不足、思い込み
ダブルチェック
14071
倍量実施（５時間）となった。
翌日分のVDSセットを確認していた際、ある患者様のVDSが１セット分の中に２包（１１日・１２日） １１日分が別の日付のところに入っていた。確認が不十分であった。
ダブルチェックを励行しているために患者様に与薬する前に発見でき未然に防ぐことができた。こ
14072
が入っているのを発見する。
れからも確実に行っていく。
翌日薬準備中、他院受診時に受けた内服薬が与薬されず薬包にあることを発見。他院の薬は２ １他院受診は家族と一緒に行っており、診断結果、内服受けは家族からの情報からのみの状況。 １．家族が他院受診に付き添う際薬剤情報提供紙をもらってきてもらうよう依頼。２．受け取った内
院３種類の薬を服用していたが、発見された薬はウロ科より新たに追加処方された薬であった。 他院からの薬剤情報提供紙等が同封されておらず、内服が追加されたか否かわかりにくい状況。 服薬は統合して何種類あるか、確認した上で処理していく。追加、減薬時はその都度内服薬チェッ
14073
２内服処理時これまでの服用数と追加分を加えた全体数の確認が行われておらず実質的に薬包 ク表に必ず記載してゆく
数が増えたことが伝っていなかった。
14074 翼状針がベッドの中にあった
新しい針に変えた際、置き忘れた
針入れ容器を持参する
翼状針で採血しようと試みたが失敗し、リキャップせずに、そのままトレイの中へ放置した。サーフ 使用済み針の処理のルールを守らなかった。
翼状針の特性を再確認し、ルール厳守する。
14075 ローに変えて穿刺し、トレイの中のシルキーをとろうとした時翼状針のチューブに触れ、採血の介
助をしてくれていた看護師の手に触れた。
来院時には前日のカルテ見のＮｓ（診察係）により、ＫＵＢが入力され（カルテ見のときにＣＴ、ＫＵ カルテ見をする際に、カルテの中を確認せずに（疑問に思いながらも）オーダー入力した。患者様 カルテ見をする時は、カルテの中を確認して納得をしてからオーダー入力をする。患者様に基本
Ｂ、ＣＭＧなどの検査のある人は、ウロ検を前日に入力、ＫＵＢはオーダー入力をしてカルテ控えも に基本票を渡すときに、カルテの中を確認せず、オーダーした検査のカルテ控えにサインをしてい 票を渡す前には、カルテをチェック（指示を再確認）。Ｄｒの指示のもとで検査オーダーした場合、カ
出しておくことになっている）、カルテ控えが出され検査の人の予約の場所に置かれていた。前日 る。
ルテ控えにオーダーした人のサインをする。
14076 にオーダーされていることで本日は、ＫＵＢを撮るものと疑わず、患者様にＫＵＢを撮って来てもら
う。カルテ控えをカルテに貼るときには、指示を確認せずに貼った。（ＸーＰのダブルチェックはして
いない）その後、患者様の診察が終わってからカルテ見（オーダー、入力した）をしたＮｓより、指示
のなかったオーダーを入力したことを知らされる。
14077 来室時、患者様が右手に点滴ボトルに刺さっているはずの針を抜いて把持していた。
管理不十分
管理状況を見直し、十分な配慮をする。
落ちたとナースコールあり、訪室すると上半身はベッドにうつぶせ、下半身はベッド下へ膝を床に 端座位を取ろうとして腰掛けが浅くずり落ちた
頻回訪室 ナースコール促す
14078
付いた状態であった。
卵、大豆、小麦、トマトにアレルギーがある乳児の入院食事に、豆腐煮、卵の献立を提供した。患 管理栄養士のアレルギー患者情報入手方法が不明瞭。既製食品は食材内容が不明なものがあ 禁止食品の指示が出された場合、栄養士がその内容を直接患者に確認し献立表を作成。食札
児の顔面に発赤が出現し、アレルギー反応が出てしまった。
る。配膳前に何で確認するか決まりがない。
（患者氏名、食事内容が記載されているカード）にアレルギーありの表示をする。監査時に確認し
14079
たサインを残す。配膳時看護師は、確認サインを見てから患者に提供する。以上の内容を手順化
した。
卵巣腫瘍摘出術の手術出しを行い、病棟に戻り、指示シートをオーダリングの画面で確認してい 確認不足
注射指示シートの確認はしっかり行う。
14080 たところ術前にフルマリンの点滴指示があったことに気付いた。すぐに医師に連絡し術前であった
ので手術室で施行することになった。
利尿剤の静注に変わり、内服薬が翌日より変更となる説明をし、薬袋にも赤字で記入し、本人も 与薬の仕方
内服は自己管理だったので認識もあると思われたが、次回から当日に渡すようにする。
14081
「分かりました」とのことだったが、本日より服用してしまう。訪室時報告本人よりあり。
14082 利尿剤指示の希釈薬剤を間違え点滴していた。
他の業務があり、十分な観察を行えなかった。
マニュアル通りの業務を確実に行っていく。
利用者のトイレ介助時、終ったらコールをしてくれる様に話し、その場を離れる。２・３分後トイレに 意思の疎通ができていたため、コールができると思ってしまった。又、歩行はしないだろうという思 利用者が終るまでその場を離れない。
14083 行くと、本人自力でズボンを上げ車椅子まで３・４歩歩いているところを発見。よろけてしまう。かけ い込みと注意不足だった。
よるが間に合わず転倒する。
14084 利用者宅前路地をバック中、ゴミ箱にバンパーを当てた
確認不足（新患宅）
新患宅では特に慎重に状況把握する。運転者・同乗者が連携をとる
利用者様が、椅子から立ち上がったときにバランスを崩し、見守り職員が支えるも支えきれずゆっ 転倒リスクを正確に把握していなかった。
スタッフ間で、利用者様のリスクについて認識を一致させる。
14085
くり転倒してしまう。利用者様にけがなどはなかった。
理解力が乏しく意思疎通も困難な患者様のレントゲン撮影のため、診療放射線技師がレントゲン 病室では転倒転落の防止のための対策がとられていたが、レントゲン撮影中の転落防止は対応 レントゲン撮影室の撮影台に転落防止のための固定ベルトを設置するなどの対策を検討中であ
撮影室の撮影台に患者様を寝かせ、撮影のため操作室に移動後、窓越しに患者様を見ると患者 策がとられていなかった。
る。また患者様の状態により、必要と思われるときはプロテクタをつけた介助者をつけることとし
14086
様が転落しかけているのに気づき撮影室に戻ろうとしたが間に合わず患者様が転落した。大きな
た。
外傷や骨折、脳出血などはなかった。
理解力に乏しく、また協力が得られない患者をナースステーションで観察していたが、末梢静脈留 ナースステーションでの点滴施行であった為、常に誰かの視線が行き届くとの判断したこと。キー 治療が遂行されるために、必要な抑制についての検討をしてゆく。出来るだけそばで付き添える
14087
置針を計5回も自己抜去される。
パーソンは存在せず、協力者が得づらい状況で、抑制などせずに援助していた。
環境をチーム医療者全体で検討してみる。
理解力低く、落ち着きのない状態で病室内をウロウロしていた。１８時、２１時に点滴を試みたが、 準夜帯で、病棟全体的に特に忙しく、当該患者に余裕を持って接することができなかった。
意識レベルの不安定な患者は、理解度にむらがあり、行動も抑制きかず、管理面では大変困難な
二回ともボトルをスタンドからはずし、逆血して管理困難であった。２２時リスミー１錠内服し、入眠
患者が多い。多忙な中で夜勤帯の少ないスタッフ対応でもあり、防げないことであった。多忙な時
14088
したため、再度点滴施行。２３時１５分同室者より転倒の報告あり。訪室するとベッド横で転倒、左
こそ優先順位を考えなければならない。話し合いを行うこととした。
上眼瞼裂傷にて出血していた。直ぐに圧迫にて止血。
理解力低下があり、バルンカテーテル挿入中であるのに尿意を訴えていた患者。全身状態不良 この患者は通常自力での体位変換が出来ず、看護師が時間で体位変換を行っていた。そのた
患者にバルーンカテーテルが挿入されている事の説明を看護師が繰り返し行う、ベッドサイドの患
で、ベッド上で過ごしている状態だった。「おーいおーい」という病室からの声で、看護師が訪室し、 め、看護師は、患者がベッドから降りるはずがない、と思い込んでいた。患者の転倒転落危険度 者の目につくところにカテーテルの説明をわかりやすく書いておくなどしておく。バルーンカテーテ
ベッド下にうずくまっている患者を発見した。患者に聞くと、「トイレに行こうとしたら落ちた。」と話さ は高かったが、定められている看護計画がキチンと実行されていなかった。ベッド柵が左右に１本 ル挿入の適応が本当にあるのか、もう一度検討する。不必要なカテーテルは除去し、患者のＡＤＬ
14089
れた。
ずつしかなく、ベッドには頭側、足側にそれぞれ３５センチメートルくらいの隙間があった。患者は が上がるように援助していく。転倒転落の危険性が高い患者に対しては、決められた看護計画を
理解力の低下があり、バルーンカテーテルが挿入されているので、トイレに行く必要がない事をわ 確実に実行する。ベッド柵の本数も２本でなく４本とする。
かっていなかった。看護師の説明不足もその一因である。
14070
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具体的内容
背景・要因
理解力不足、遷延性意識障害にて日頃から、突然怒り出したり、他の患者さんに暴力をふるった 指示の理解不足で患者要因である。
り、攻撃的になる患者さん。食事から戻り、自室で車椅子にのったままテレビを見ていたが、数分
14090
で騒ぎ出し、車椅子から立ち上がる動作のまま、後方に、車椅子ごとひっくり返った状態で転倒し
た。後頭部を挫傷したが、直ぐ、止血した。Ｘ－Ｐ，ＣＴ異常なし
理学療法待ち時間に患者さまが、車椅子から前方へ転落
事故当時、他患の理学療法施行中で本患者さまの来室に気づいていなかった。また本患者さま
14091
は、寡動であるため、車椅子からの転落の危険性を認識していなかった。
理美容後、車椅子に乗った当該利用者を食堂の入り口に待って貰い、他利用者の介助の為その 利用者を一人にし、その場を離れた事。他職員に声をかけなかった事が要因である。
14092 場を離れた時車椅子より降りようとされフットレスに引っかかり尻もちをつかれる。発赤・痛みなし。
14093

離院傾向がみられる患者様が別棟のＯＴ室に向かって歩いているのを職員が見つけ、病棟へ戻さ 連日、離院傾向が見られる。
れる。話を伺うと「弟がコンビニまで来ている。」と話され、幻聴に左右されての行動と思われる。

離床するために、別ベットへ行くと両手とも柵につかまっていたため、柵から両手を離し、車椅子に 職員の注意不足
乗車した。その後、表意剥離していることに気づく。
離床センサーが鳴ったため訪室すると床に尻餅をついていた。
週2回の割合で夜間入眠せず徘徊を繰り返すため、センサー使用中の患者。本人理解困難なた
14095
めこのままの観察継続。
離床センサー設置にて様子診ていたが、コールなり訪室すると「トイレ歩行しようと歩き始めたが
床に足がつくとなるコールで対応していたが種類の選択が必要なのか
14096
床に尻もちをついてしまった」と告受ける。診察するも異常はなし
離乳食の中に魚の骨が混入していた。食べる直前に患者家族が気づいたため特に影響はなかっ 業務手順・ルール・チェックの仕組みの問題点
14097
た。
離乳食後期、昼食のポテト入り炒り卵の中に、ビニールの小片が混入していたとの連絡を受ける。 ビニール片はフリーズした料理の保存パックの切り口だった。開封は手で行った。その際切り口の
14098
断片が誤って混入したと考えれれる。
立位で歯磨き実施後、洗面器を一人で取ろうとして体のバランスを崩し、後方へ倒れそうになり、 ・ケアのルールの統一 ・見守るスタッフの位置の問題 ・マンパワー不足
尻餅をついた。事故発生時、見守りが必要な患者さんが本患者を含め4名おり、セラピストは近く
14099 にいたが、バランスを崩した患者さんを助けられなかった。患者さんの必要なものを前もって準備
する必要があった。転倒の危険性のある患者が4名もいるということは、見守りの限界もあり、マン
パワー不足も原因の1つ。
立位監視レベルである患者に対し検査台を使用して立位での上肢リーチ訓練を行ったところＴｈは ・業務、労働体制上の問題点 ・物理的な環境や設備上の問題点
14100 当初A／Ｓ側方についていたがたてかけてあった杖が転がり落ちたのでそれを拾いに行った際、
患者の下肢が膝折れをおこしそのままバランスを崩して転倒した
流し台の方から音が聞こえ、かけつけると車椅子と一緒に後ろへ倒れている本人を発見する。４ 本人に「大丈夫」といわれ、大丈夫と思い込んでしまった。
人がかりで抱え、車椅子に乗車させ、ﾍﾞｯﾄへ横になって頂く。外傷・右上腕に表皮剥離あり。打撲
14101
しており、Ｎｓに対応をお願いする。頭部打撲したため、クーリング施行。右上腕ステリー固定。イソ
消＋ＧＭガーゼ保護す。
流動食を、他の患者さまの袋に入れて病室に行ったところ、看護師に袋に書いてある名前が違う 書いてある名前をよく確認しなかった。
14102
と指摘された。
流動食開始したばかりなのに間違っておやつが配られすでに食べた後だった 準夜ナースに指摘 患者が現在どのような状態か把握できていなかった
14103
され気付いた
流動食時の薬を袋の名前を確認せずに行ってしまった。他の患者の薬であった。
配薬時、間違いがあった事に気づかなかった。チェック体制が整っていても行わなければ間違い
14104
が発生して当たり前。認識不足。
流動食摂取中、日勤より発熱あり？検査の結果１５時より絶飲食へ指示変更となる。夕食時食事 患者へは絶飲食の説明はしてあったが、食事が来たので食べた。
14105
板にも流動と記載されたままであった為、配膳ゼリーを摂取されたとところで気が付き下膳する。
留置針を左前腕に留置中の患者、頻回の訪室にもかかわらず、留置針と輸液ラインの接続部より 観察不足。接続部の強度。
14106
抜去しているのを発見する。若干出血見られ医師に報告､経過観察となる。
留置中のIVHラインの自己抜去を､訪室の際に気がつく。
排泄物のいたずら、オムツのいたずらがあり跨静脈よりのライン留置のため、危険は想像の範囲
14107
だった。
硫酸アミカシンを与薬に２アンプル必要であるが、１アンプルしか見あたらず、翌日の注射カートよ
看護師間の情報連携不足。おかしいと気付いたが、前勤務看護師に確認せずに急いでいたので
14108
り使用してしまった。実際はすぐそのアンプルの横に、注射器に吸った状態で薬液があった。
違うものを使用してしまった。
硫酸ポリミキシンB錠の処方に対して、別の薬剤師が硫酸ポリミキシン末を調剤したが、監査時に 思いこみによる調剤と監査。不慣れな勤務環境。薬剤表示の類似
見逃してしまった。１３：３０頃病棟より電話があり、取り違えていることが発覚し、14時頃メッセン
14109 ジャーが持参して、薬剤の交換を行った。同日に硫酸ポリミキシン末の処方があったため思い込
みによる調剤を行ってしまい、監査でも思い込み監査を行ってしまった。患者には投薬されなかっ
た。
両サイドベット柵1本ずつ使用。夜間失禁はあるが、不穏行動なく経過していたが、本日、ベット柵 転落防止対策不備。観察不足。
14110
の隙間より背中から転落。両下肢はベットの上に残っていた。
両下肢MRAと下肢の一般撮影の検査が同室患者にあり、AさんにMRA、Bさんに下肢の一般撮影 ・業務多忙 ・放射線業務に関する理解不足 ・リスク認識度が低い
の札を貼らないといけないのに、間違えて札を配ってしまった。依頼書には正確に記載されてお
14111
り、また患者も高齢のためか特に気付いた様子もなかった。同職種者が気付いたため大きなミス
にはならなかった。
14112 両股撮影で、管球位置を間違えて撮影。再撮。
確認不足
両股正面撮影にて、パラメーターを前に撮影した股関節軸位のパラメーターで送信して画像処理
送信時の確認ミス
14113
した。フィルム整理時に発見し再処理した。
両股正面撮影撮影条件設定間違えをした。（mAs値を過剰入力した。撮影中にスウィッチをはなし 撮影前の条件確認ミス
14114
曝射を止めた。再撮影はしなかった。
14115 両股正面撮影時、カセッテトレイを中で正しくセットされず撮影してしまい、最撮した。
撮影準備段階での確認の不十分
14116 両手にメガホン抑制中の患者。片側が外れて胃管自己抜去。
抑制が不完全
両手の抑制をしていたが、はずして点滴ルートも自己抜去されている。床は、尿・点滴で濡れてい せん妄状態の患者への説明が出来ていない。
14117
る。 左側頭部にコブがあり痛いと言ってベット上に座っているのを発見する。
14118 両手の抑制をはずし膀胱カテーテルを自己抜去していた。
抑制を強いてたが緩みが発生しはずされた。
両手の抑制をほどき膀胱留置カテーテルをちぎる。膀胱内にチューブ残存するも直ぐに自尿あ
抑制に対して確認チェックをしていなく緩んでいた。
14119
る。 医師によって膀胱鏡にてチューブ抜去する。
14120 両手不動、手袋装着中、左手に挿入中であったサーフローを自抜していた。
頻回の訪室すべき
両手抑制していたが、自力で外してベツトより落ち床に寝ていた。同室者よりの連絡があり分かっ 痴呆があり、下肢の力が弱く歩行困難であることを、本人が認識出来ないでいる。
14121
た。
14122 両上肢、体幹の抑制をさせていただいていたがＮＧーＴを自己抜去した。
観察不足
両上肢より、静脈留置点滴が施行中の患者の血糖測定（スライディング・スケース法）時採血を、 新人等の院内事故防止教育の問題点
14123
その指先より行なう。採血後、他の看護師より指摘を受け、下肢より再検する。
14094
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改善策
患者さんの精神状態の把握に努めること。計画は現状どおり

担当患者さまの来室状況に気を配る。予防策として、患者さまの運動特性に応じてレッグレスト付
やシートベルト付の車椅子を利用する。
当該利用者を見守り出来る食堂に確実に連れて行き、行動する。他職員との連携を図る。
精神状態と行動の観察を密に行う。出入り口モニターの観察。離院傾向について主治医に報告。
頻回な訪室と表情・行動を注意観察する。コンビニに行くときは、NSに声かけし、ＮＳが付き添いを
するこを説明する。
長袖の着用
離床センサーの継続利用。
床に足がつくとなるコールで対応していたが種類の選択が必要なのか
手順の変更
真空調理、フリーズ調理等ビニールパックに入った料理等を開封する際、ハサミ、包丁以外での
開封を禁止し、開封時のビニール片は切ったその場で、直ちに破棄する事を徹底した。
チーム全体でカンファランスをもつ 問題を共有していく

患者の様態によっては複数の介助を必要とする
フロアーに職員を配置し、見守る。職員が離れるときは他職員い声掛けする。

書いてある名前、患者さまの名前は、実施前に必ず確認する。
・食事板を記入漏れなく正確に記載する ・患者が何を食べているのか注意して観察するようにす
る
思いこまず、確認作業の徹底。
指示受けは確実に行う
頻回の観察訪室。輸液ラインの検討変更。
食事の経口摂取が始まり早めのラインの抜去の検討
情報をきちんと伝えて、連携していく。おかしいとおもったらまず確認を行う。
処方内容の確認を十分に行う

ベット柵を2本とし、転落防止に努め、入眠時、ベット中央で寝てもらうよう薦める。
検査内容についての研修

確認
撮影の事前情報入力の確認の徹底
条件設定時の確認
確認の徹底
適切な抑制の実施と観察
頻回の訪室に心がける。
時々抑制部の確認をする。
各勤務で抑制者の状態確認をする。
・不動手袋装着 ・頻回訪室 ・厳重なナープ固定 ・包帯での保護
病院全体で意識の徹底を図る必要がある。
抑制が必要な患者様には効果的に行う。また、定期的に確認をする。
援助技術の再点検。

14124
14125
14126
14127
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14129
14130
14131
14132
14133
14134
14135
14136

14137

14138
14139
14140
14141
14142
14143
14144
14145

14146
14147
14148
14149
14150
14151

14152

14153

14154
14155
14156

具体的内容
両上肢を抑制させていただいていたが、ＮＧーＴより経管栄養を入れている途中でＮＧーＴを左手
で引っ張って抜いてしまった。
両上肢を抑制していたが上体を起こし気管チューブを自己抜管してしまった。
両上肢を抑制していたが、抑制帯により傷が出来たためゆるめに抑制をしていたが、抑制帯から
手を抜きＮＧーＴを自己抜去した。
両上肢抑制中であったが、訪室時、末梢点滴ラインを自己抜去していた。
両上肢抑制中で経鼻カテーテル挿入になっている患者に補水しようとすると、抑制帯の遊びがあ
り何度も手を動かし自己抜去。
両大腿２方向フィルム枚数記入間違い。フィルム整理時に発見、再記入訂正をする。
両膝サポーターを出した患者に、今回受診した患者のカルテに、看護師がＲＨ箋のスタンプを押し
ており混乱した。
両膝の関節痛のため入院加療中の患者。不眠のため睡眠薬投与中であった。睡眠薬投与後約１
時間でものをとろうとして転倒しているところをヘルパーが発見した。
両膝を付いてベッドサイドで転倒しているところを発見する
両膝変形性関節症で右膝有症状のため来院した患者に、ヒアルロン酸（スベニ－ル）を注射する
にあたり無症状の左膝に注射してしまった。患者本人の指摘により気が付き、有症状の 右膝に
もスベニ－ルを注射した。
料金計算のカウンターに患者が循環器科と呼吸器内科の総括表を提出したが、呼吸器内科の会
見書を作り忘れたため、呼吸器内科の薬が患者に渡らなかった。
療養型病床入院中の方が、理学療法の待ち時間に車椅子から前方に転落。前額部が発赤、口内
から少量の出血。処置を行なった。付添いはその時いなかった。
療養病棟に入院されている患者様の胃ろうチューブを交換しようと思い、新しいチューブを持って
いった所、サイズが違うことに気付いた。再度古いチューブ挿入し、次回交換まで使用することとし
たこと。
臨時ＣＦを施行するため、内科外来看護師から引継ぎを受けた。その後セッティングされた光源、
ファイバースコープと検査ベッドに左側臥位となっている患者様がいる内視鏡２番室にいき、他の
看護師の前処置薬（ブスコパン）を終了したのを確認してベッドを上昇させた。膝少し上辺りまで、
ベッドがあがった時、ベッドサイドに立っていた医師に光源が倒れかかり、その後光源が９０度左
回転して床に倒れた。ベッド上昇時は、フットペダルに足をかけて、上昇する患者様を見ていたが
特にベッドが傾いたようには思えず、医師に光源が倒れてきたときの医師の声でフットペダルから
足を離した。患者様は「ベッドが少し傾いたね」と事故後教えてくださいました。
臨時で出された点滴の指示を急ぎと判断し、担当ではなかったが指示を受け、薬剤室に伝票を
送った。その後、他の業務をしていて、翌日点滴が施行されていなかった事が判明。担当看護師
に申し送りをしていなかった。
臨時処方が出されたがすでに医師が実施したものと思い確認をしなかった。.無投薬
臨時処方されたビソルボンの内服を、指示では朝1回内服であったが、間違って夕食後の薬につ
けてしまった。患者様本人より指摘があり、実際に内服はしなかった。
臨時処方でムコソルバン1日3回3日分と処方されていたが、1日分しか分包せず、患者に渡し、患
者が少ないのに気づき処方しなおした。
臨時処方で下剤の処方を受けたが、４錠のところを１錠で調剤し、病棟でミスに気付きその後正し
く調剤した。患者には正しく調剤した下剤が与薬され影響はなかった。
臨時処方で出されていたガスターが、二重投与されていた。薬を付ける際に、誤って２個つけてし
まった事によるものと思われる。主治医報告し、診察後、様子観察を指示させる。患者さんには、
変化なし。
臨時処方を行うつもりでコンピュータ入力したが、デフォルトが定期処方になっているため変更す
るのを忘れて定期処方として処方した。その結果調剤が遅れた。
臨時処方箋のＩＤ番号入力間違いによる患者名誤印刷（散薬の薬包紙）、並びに、監査ミスにより
そのまま病棟に投薬。病棟からの指摘により処方しなおした。

観察不足

背景・要因

改善策
抑制が必要な患者様には効果的に行う。チューブの自己抜去予防にはミトンを装着する。

観察不足
観察不足、抑制が十分出来なかった。

抑制帯だけでなくミトンも使用した。
状態に合わせて離床を進めストレスを解消していく。

観察不足
ゆるめに固定をしていた。

危険行動のある患者様は目を離さないように他のスタッフの協力も得て頻回に観察する。観察し
やすい病室に移動する。
抑制部位の確認。カテーテルの固定絆創膏の毎日の張替え。経口摂取の練習開始。

確認ミス
確認不足

記入時に確認をする。
診療の目的を確認して準備する。

高齢者への睡眠薬の投与時には充分な観察が必要と思われた。夜間の充分な監視体制は確立 高齢者への睡眠薬の投与は極力避ける。
できない場合は睡眠薬の投与を極力避ける必要があると思われた。
トイレに行こうとしてこけた
・移動時はナースコールしてもらうことを指導する ・ベッド柵を３点から４点にする
注意不十分
チーム医療の徹底・確認の徹底
料金計算システムの問題

担当者の注意を喚起する

事故当時、他患の理学療法施行中で本患者の来室に気付いていなかった。本患者は、寡動であ 担当患者の来室状況に気を配る徹底。予防策として、患者の運動特性に応じてレッグレフト付き
るため車椅子からの転落の危険性を認識していなかった。
やシートベルト付きの車椅子を利用する。
一般病棟からの胃ろうカード20Ｆｖを書かれてあったものの、注文の段階で24Ｆｖと記載してしまっ 胃ろう注文時のマニュアルの見直しによる手順の再確認。
たこと。
検査開始前にベッドの周囲の障害物の有無を確認すべきだった。

検査ベッド周囲に機械やゴミ箱等の障害となる物が入り込まない様に、ベッド周囲床にテープを貼
りベッド位置、機械の位置を設定する。検査ベッド上下時は、床のテープ内の障害物有無の確認
を毎回行う。

情報伝達の問題点

責任看護師に必ず連絡するルールの厳守

・確認不足 ・臨時指示は必ず看護師に伝達するという医師のルール違反

・医師は臨時処方の際に必ず看護師に声をかける ・指示受けの疑問はそのままにせず確認する

・申し送り前のあわただしい時間に作業を行ったこと ・臨時薬セットのときに、確認が不十分で
あった
確認不足。日曜日で出勤者が一人なため、ダブルチェックが出来なかった。

薬に関する作業をする際は、時間にゆとりをもち、広い場所で行う。 作業後、ダブルチェックを行
う。
休日の場合は、一包化をわざわざはずさず、ATC機で錠剤を打ち、再度確認するようにする。

薬剤師の処方読み違えであったが、臨時処方箋の処方記載スペースが小さく読みにくい状態で
あった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

臨時処方箋の形式を見直すこととなった。

処方のデフォルトが定期処方になっている。

デフォルトを臨時処方にしたほうがよい。

エンボスのＩＤ番号が判別しにくかった。

薬局でＩＤ番号が判別しにくいエンボスの場合は予測できるときも確認をとり、手書きにて処方箋に
記入する。薬袋と処方内容の照らし合わせをする。又、処方箋を薬局に提出する際には、エンボ
ス等記入もれや紛らわしい点がないか確認をする。
確認を十分に行い、思い込みでの調剤はしないようにする。

臨時処方箋を調剤する際、「イソミタール０．２」と処方されていたが、普段から乳糖が処方されて 他の用事をしているときで、中断して調剤を行なってしまった。思い込みで、確認を怠った。
いる患者様であったために思い込みで乳糖を調剤してしまい、薬袋にも乳糖と書いて病棟に払い
だしてしまった。病棟看護師が、薬袋をみて間違いに気づいた。
臨時内服が処方され、内服用のトレーに入っていたのに気がつかずに与薬しなかった
臨時内服と定期内服を混ぜてトレーにいれている
臨時薬 （セレキノン２Ｔ/２× ５ＴＤ）の内服処方箋をみて調剤したが、違う患者さんの薬袋へ入 確認不足
れ間違えて払い出した。患者さんが気付いたため服用にはいたらなかった。
臨時薬セット時、4種類の薬袋がボックス内にあり（1種類1袋）1種類だけセットし、他の3種類をセッ 処方箋と薬の確認を怠ったため、ひとつの薬袋には、1日分セットされていると思い込みがあった。
トしなかったため、夕薬が全量内服されず、翌日の深夜帯で朝薬セット時発見される。
臨時薬の処方を確認し、配薬の確認をしたら、定期の配薬入れに入っていた。
業務手順が守られなかった。
臨床検査室にて、ＣＲＰの検査データが正しく測定できていなかった。ＣＲＰ１０.０以上のものに関し 当院では、ＣＲＰ測定の試薬切り替え時に検量線を作成しているが、それがうまくいっていないこと
て実際の値より高い測定値が出ており、途中、医師からも「臨床症状とそぐわない」等の指摘もさ に気が付かずに経過してしまった。この業務は特定の職員が責任を持ってやるのではなく、その
れたが約１.５ヶ月ほど検証をしなかった。最終的に、メーカーに依頼して測定してもらったところ、 場に遭遇した場合に誰でも出来るようになっている。一人の責任で、あとのチェックがかからない
当院の測定値に問題があることが判明した。
状況であった。
臨床検査室より採集検体が２ヶ入っているとの連絡を受け、２ヶ所から採集した分を１つの容器に 検体容器に入れる時、採集部位・個数の確認が不十分だった。
入れ間違えたことが判明。病理結果は２ヶ共悪性所見なかった。
隣のベッドで入眠中の患者様（夫）のオムツ交換のための訪室時、患者様が起き上がり、座位とな 痴呆があり、自分の行動が理解できない。
られ顔をよく見ると、左顔面腫脹・疼痛・内出血あり。どうされたか尋ねると、はっきりした返答なし
である。当直医報告し、診察後、疼痛にてアイスノン使用しロキソニン内服される。当直医より経過
観察の指示あり、御家族、当直婦長に電話報告す。
隣のベッドの患者様からナースコールあり。訪室するとベッドサイドに座り込んでいる。「電話をし ナースコールが手の届く範囲になかった（電話をかけにいくため介助を行った際、帰ってきた時の
てきて、ベッドに移ろうとした。そろそろ１人で出来ると思ったけどだめだった。」と話す。電話をしに ためにナースコールを手の届くところに準備していなかった）。夜間ずっと下痢をしていて眠ってい
行くときにはナースコールあり介助した。打撲なく経過観察した。
なかった。
隣の患者の所から戻ると、手に胃管を持ち自己抜去していた。
抜管後やや不穏気味であったが、要請はしなかった。
隣の患者の食事介助をベットでしている時に、膝立ちとなりベット柵を開け、外に出ようとする動作 ベットの柵の鍵の閉め忘れ。点検不足
あり。自分で這い異食行動のある患者で普段は高柵ベットを使用している。
538

薬をセットする際に確認を徹底し、内容を確認する。

与薬にまわる前に誰に何が出ているかまずチェックする
確認の徹底を指導
複数の臨時薬がある場合、薬袋・薬包・処方箋に番号を記入し（例）４ー1・４ー2,１種類で無いこと
がすぐに判るようにし、処方箋と薬の確認は必ず行なうようにする。
事前のチェックで誤りが判明した。手順の尊守を徹底
より精度の高い方法で検量線作成をし、必ず検量線の吸光度を確認するという段階をふむことに
した。 臨床にそぐわない結果が出たら（指摘を受けた場合も）直ちに検証する事にした。
採集検体の数と部位を確認しながら容器に入れる。
頻回の訪室をしていたが、徘徊もされていたため、観察室にて様子観察するべきであった。

移乗方法の練習を行う。車椅子からでも手の届く範囲にナースコールを準備する。
観察できる範囲であれば、抑制は不要と思われるが、目が行き届かない場合は抑制も考慮する
必要がある。
声を出し、制し、他のスタッフをすぐ呼んでベット柵を閉めた。ベットから出るとき、柵をしっかり閉め
たか確認する。

具体的内容
隣の患者の内服薬（セロクラール、ケタス、マグラックス、ユベラニコチネート、アンプラーグ、プロ
サイリンを各１Ｔずつ）昼食後に与薬した。
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背景・要因
改善策
昼の薬を与薬しようと、本患者の薬を与薬車にセッティングされたものをとり、お膳に乗せた。準備 準備する人と与薬する人は違う為、患者に与薬する前に再度引き出しの中を確認し、準備されて
されていた薬で誤って隣の患者の薬を与薬してしまった。もしくは準備の段階で、本患者のところ いる薬と合っているか確認する。
に隣の患者の薬がセッティングされていたのに気付かず与薬したか。本来は、本患者に昼食後の
与薬はなかった。違う患者から薬が届いていないと訴えがあった為、誤薬に気付いた。
隣の患者よりコールあり訪室するとトイレの前で患者が倒れている。腸炎にて下痢、腹痛あり。トイ 発熱あったため、眠前にロキソプロフェンを内服していた。また、下痢による脱水にて血圧の低下 腸炎により全身状態が悪化していることを理解してもらったうえで、再度Nsコールするよう伝える。
レに20分すわっていたがベッドに戻ろうと立ち上がったところしんどくなって倒れたとのこと。Ｄrと共 を引き起こしていた。患者自身も一人で動いても大丈夫だという思いがあったため、Nsコールする
に患者をベッドへ戻す。ＢＰ88。左手首痛訴えあり。Ｄr経過観察と。続くようなら翌朝ＸーＰ指示しま よう伝えていたが、Nsコールはなかった。
すと。次回よりトイレへ行く際はNsコールするよう伝え退室する。以上の旨夜勤師長へ報告する。
15日の日勤帯で左手レントゲン撮影した結果、左とう骨骨折と診断された。整形外科において徒
手整復後、ギブス固定の治療を受ける。同日16時に主治医から、「排便による血圧低下を起こし
転倒」と病状説明がなされた。家人は納得しており、うなずいて聞いていた。
隣の棚から薬品を出してしまった
思い込み
確認する
隣ベットの患者A氏がナースセンターまでB氏が（当人）がベットから転落したため、体を起したいと A氏は椅子の上に新聞が広げられており、それに間違えて手をおいたのではないかと言うが本人 ・危険を予測した観察と環境整備に努める。 ・椅子の上に物を置かない。
言ってきた為、見に行くと病室におらずトイレに行っていた。転んだのかと問いかけると「そうみた は定かではない。手を伸ばした時、無理な姿勢により転落したのではないかと思われる。
い物を取ろうとした」と言う。そうしてベットから転落した。何を取ろうとしたのか覚えてない。外傷な
し
隣りの病室の患者様のケアを行っていると、他の看護師が末梢静脈ラインを自己抜去したと教え 観察不足 入院したばかりの患者様であったので状態の把握が出来ていなかった。
病室を離れる時は他の看護師に観察を依頼する。
てくれた。
隣室でシーツ交換してる音を患者さんが聞いて、患者さんが自分で早めに用意をしようと思い部 予想していなかった。
シーツ交換など事前に説明する。
屋の入り口に倒れていた。
隣室の患者を見回りしている際に、物音がしたため入室するとベッドの横下に座っていた状態で 観察が不足していたと思われる。
うーご君をつけている患者様であることをチーム間で認識し、また転倒・転落注意患者であれば環
あった。直ちに介助でベッドに戻したが、本人は室内にあったキャスター（点滴スタンド）にカーテン
境整備が必要であった。
の網目がひっかかっており、それが気になったため外そうと立ち上がる際にすべり床に座り落ちて
しまったと。余計なことをしたと詫びていたが、目に見えた外傷もなく腰背部のあたりを打撲したか
と思われるが疼痛は訴えなかった。バイタルサインは問題なく、頻回の訪室とうーご君の活用、観
察を行った。（ちょうど食後であり、自室の洗面所にて洗面後、ベッドに戻った直後の事でうーご君
のスイッチはＯＦＦであった。）継続して観察してもらうように申し送った。
隣室患者の退室準備中。モニターのアラームが鳴ったので訪室すると、エスパ帯が巻かれたま
チューブ等触る動作見られないため、抑制はしていなかった（アセスメント不足）。１対１で観察中、 エスパ帯を外してテープ固定の確認。 せん妄患者のそばを離れる時、チューブ安全のための短
ま、固定テープが剥がれて動脈ラインが抜けかけていた。出血なし。動脈ライン抜去、再留置せ そばを離れる時の対処不十分（観察不足）。
時間抑制を考慮。
ず。
隣人のナースコールに訪床するとベッド右に足を前に出すように座っていた、電動にて自分で
下肢筋力の低下はあるが意識レベルはしっかりしており、自分でできると思ったらしいが、靴下を ギャッジアップ出来ないように電源をOFFとした。
ギャッジアップしTバーのロックをはずし離床している、ポータブルトイレの排泄時にはナースコー 履いており、足を下に下ろして立とうと思ったらずるずる滑ったという。本人の認識不足。
ルしてきていた。オーバーテーブルのラジオを採ろうとしたと思う。
隣同士２人の患者を受け持ちをしていた。一人の業務量が一度に多くなりかかりっきりとなり、もう 足の体動のアセスメントが不十分で、抑制が確実に行えていなかった。
体動とラインの管理を考えたケアが行えるようにする。
一人の患者を看ることが出来なかった。足に挿入中の末梢静脈ラインを体動で抜かれる所を、別
のナースが発見した。
冷所から注射薬を取り出す際、次の日の分を使用してしまった。他の看護師が本日分の注射薬が 注射薬を冷所から取り出す際日付けを勘違いしていたことと、ワークシートと照らし合わせる際日 ワークシートと注射薬を照らし合わせる際には必ず日付けの確認も行う。
残っていることに気づき、電話で確認されたが自分がその注射薬を混注した記憶がなく、混注を依 付けを確認しなかったことが原因。
頼。他看護師により混注された。
冷所分の注射を準備し忘れた。
注射準備の時、冷蔵庫の分の準備を後回しにした。そのまま、準備を忘れてしまった。
終了していないことに関しては、必ずメモを付ける。
冷所分の注射を準備し忘れた。
準備したと思い込んでいた。
処方に書かれている文字を確実に読むために、指押えを忘れない。
冷所保存の注射液がワゴンの中に入ったままで冷蔵庫に入っていなかった。薬剤師に指摘され 誰がいつ薬液を冷蔵庫に入れるのかが明確ではなかった。助手が薬剤を薬局まで取りに行く為、 ワゴンが病棟に届いた時点で、冷所保存するように助手に指導し、業務を行ってもらうようにする。
る。
冷所保存の薬剤の保管方法について知らなかった。
冷所保存の薬品が、薬局より点眼薬のビニール袋に入ってきたり他の薬品の品名が書かれた箱 冷所保存薬の払い出し方法が決まっていない。
薬剤部に申し入れをしたところ冷所保存薬を払い出す際の方法を決めてもらった。
に入ってきたりしているため、個人名で箱の上に記入してあってもみつけにくく、まちがいの原因に
なりやすい。
冷所薬の混注忘れ
確認不足
ワークシートを見て内容の確認を行う
冷水機の前で患者同士がぶつかった。
リハビリテーション室での混雑時は、環境整備や患者さんの動きなどに気を配る必要があった。 リハビリテーション室での混雑時は、環境整備や患者さんの動きなどに気を配り、危険な様子はな
いか観察する。
零時のオムツ交換中、「ドスン」音がしたため、駆け寄ると、汚物処理室内で患者が転倒している 不穏が強い状態の患者であった。トイレ移動時はコールで知らせてくれるよう再三説明していた 頻回に訪室し、声掛けを行っていく。排尿時間を把握しなるべく前もってラウンドしていく。
のを発見。トイレへ行こうとした様子だった。右側頭部を打ったとの事で押さえていた。血圧１２０/ が、納得間でには至らなかった。注意して頻回に見回っていたが安全面への注意が足りなかっ
５８ｍｍＨｇ意識レベルはクリアで切傷等無し。
た。
連続して患者様が入ってくる状況で、患者様の記録物を取り違えた。患者様自体は取り違えてな 業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
患者引渡しの前にダブルチエック。
いが、なれない外回りの仕事であったためにその患者様のクリティカルパスであることを確認しな
かった。申し送り時に眼科の記録はクリティカルパスの裏に書くということを聞き忘れ、一般カルテ
に記入する事にとらわれていた。
連絡ノートに書いてある内容を誤って自分の手帳に記載し、その手帳に頼って行動したため、硬 情報の伝達収集のあり方
マニュアルの再度見直しを行う。
膜外ブロックをする患者の血管確保をせず手術室に出棟させてしまった。
廊下でズドンと音がし、転倒しているのを発見。すぐにかけつけ声賭けする。本人より「スリッパを 職員の昼休み中で職員が少なかったため、目が届かなかった。
昼休み中の患者の行動についても気をつけていく。
履いていたから滑った」と言われる。左側額部発赤・腫脹あるが出血はない。他にはいたいところ
はないとのこと。すぐにチーフ及び上肢に報告。自床に誘導し額部冷やして様子観察する。バイタ
ル異常なく、担当医師に報告。医師より様子観察の指示あり。2時間ほど安静入眠後、自ら起きて
廊下を歩行。額部発赤・腫脹もおさまる。痛みは軽度。
廊下でタバコの臭いがした為、訪室すると窓を開けてタバコを吸っているところを発見。
説明を再度行い、患者本人の確認の上タバコとライターを預かった。
入院時オリエンテーションの説明を行う時の、患者の理解度の把握や、入院情報から喫煙情報を
収集し、看護ケアプランを立てる。
廊下でどすんと音がする。やや左側臥位にて倒れている。外傷や痛みの訴えはない。
眠くて目を閉じた状態でトイレに行き、倒れてしまったと思われる。以前から夜中にトイレへ行くと 夜間のトイレ（排尿）パターンを把握して誘導を行う。ナースコールの指導をする。就前薬の調整を
き、ふらつきが見られると申し送りがあった。自室からトイレが遠い。廊下の手すりを利用するなど Ｄｒに検討していただく。
の声かけも必要であった。
廊下でリハビリ訓練をする際に、車椅子から立ち上がる時健手で手摺につかまったが、バランスを 患者様の練習時に付き添う場合は、細心の気配りが足りなかった。
訓練中は腰に安全の為、布のベルトをつける。患者様に大きい声をかけて訓練するようにする。
くづして 滑りながら床に倒れる。健手の指の痛みを訴える。主治医・リハ技師長に報告した。経過
観察となる。
廊下で音がした為に行くと患者様が転倒していた。 普段は杖又は車椅子を使用して移動してい 観察不足・説明不足
移動時は杖又は車椅子を使用するように再度説明した。
たがこの時は何も使用しないで歩行した。
廊下で患者様が何かを床で拾って口の中に入れたところを発見する。すぐに口から出させてみる 観察が不十分だった
掃除の徹底とゴミが落ちていたら、職員が拾う習慣をつける。患者様になせ゜拾って口に入れてし
と茶色の紙を丸めた物が出てくる。患者様には何でも拾って食べてはいけないことを話す。
まうのかを聞いてみる。
廊下で仰向けで倒れられていた
観察
食堂や廊下の目配り・気配り
廊下で左側臥位にて転倒しているところを発見。
巡視の回数の問題
体動のある患者さんで転倒歴があるので、頻回に巡視を行う
539

14185

14186
14187
14188

具体的内容
廊下で車椅子より手すりにつかまり立ち上がろうとして崩れるように座り込む。ＢＰ１１２／７０．当
直医に報告。特変なし。
廊下で叩きつけるような音あり。廊下に出ると患者様が仰臥位である。目の前が真っ暗になりめま
いがしてふらついたと言われる。患者様の周囲はお膳をとりに行ったようで食物が散乱している。
意識明瞭。バイタルサイン異常なし。後頭部を打ったと言われるが外傷無し。他の部位も異常な
し。医師の診察、頭のＣＴ、レントゲンとるが異常なし。１日持続点滴し様子観察となる。
廊下で転倒。
廊下で物音がして、見ると廊下に腹ばいで転倒している患者がいる。顎部から出血あり。バイタル
サインは変化なく、創部圧迫し当直医の診察受け、４針縫合し化膿止めの内服開始となり、様子
観察となる。
廊下で歩行訓練中転倒されているのを発見する。床が濡れていて滑ったとのこと。特に異常なく、
医師に報告するが、様子観察となる。
廊下で留置ライン・針を握ったまま立っているのを発見した。

背景・要因
入院直後の患者様のため、ＡＤＬの把握が不十分だった。

改善策
リスクの高い患者様をピックアップし、常に危険予測をして対応をしていく。

一過性の低血圧か？

活動時は徐々に体をならしてから開始するよう指導する。日常援助の介助を行う。

予測不能
行動を移す時はナースコールで呼ぶよう、繰り返し指導、観察強化
精神状態悪化傾向であり、悪化時は転倒することが多い患者だった。最近内服が増量となり、増 内服増量時は、ふらつきに注意し、患者にも説明しふらつく場合は看護師を呼ぶよう伝える
量によるふらつきもあったのではないか。

水をこぼしたり、発見した場合速やかに拭き取る。病棟の特殊性を考慮して、水には十分注意す
るよう指導した。
観察不足
不穏等で本人の理解が得られない場合等は、持続点滴の施行の必要性等をご家族にも説明し、
14190
協力を得るように検討する。
廊下にて、毎朝の習慣となっているウォーキング中廊下のつなぎ目のわずかな段差につまずき両 患者はウォーキングのためズックを着用するなど準備をしていた。単につまずいただけなのか、高 歩行状態の観察。
14191 手をつく。一緒にウォーキングをしていた他患から報告あり。この廊下は日常的に使用しており、 齢による歩行機能の低下なのかは不明。
わずかな段差がある事も患者は認識している。
廊下にて大きな泣き声がするため、直ちに様子を見に行くと本人転んだとの事。右膝腫脹あり。疼 起床後で歩行不安定だったのかと考える。
声かけや誘導を行なっていく。
14192 痛あり。Ｄｒ報告、シップにて様子観察するようにとの指示。その後、他院受診。打撲のみで処置は
無かった。
14193 廊下にて転倒
患者状態観察不足
徘徊中は見守り・声かけを行う。廊下の環境整備（障害物・水ぬれ等）
廊下にて歩行中、他の患者使用中の車いすに足をひっかけた。 転倒し、右下肢表皮剥離をおこ 患者様への指導不足。病棟内での歩行についての危険性を気配りできなかった。
介護病棟内での歩行については、色々なケースがあるので周りの環境の気配りが大事。
14194
す。Ｄｒ指示にて処置す。
廊下に上向きに倒れているのを発見する。本人は車椅子のブレーキをかけようとしたら、倒れたと 歩行不安定にもかかわらず、車椅子を押したり、車椅子を置いて歩いたりしていた患者に対し注 安静が必要な患者様には本人に理解できる内容で説明をする。また、見守りの必要な患者様に
話される。車椅子に乗車させデイルームへと連れて行く。その後本人訴えにより、ベッドにて臥床 意をせず、観察不十分であるとともに、患者に対しての理解が出来ていなかったことで起こったと 対してはスタッフ全員が認識し、徹底をする。
14195
する。
考えられる。身体症状(合併症）が出現し、レベルダウンがみられていて安静が必要な状況であっ
たが、本人理解できない様子で自力で移動する場面が多く見られていた。
廊下に置いてあった回診車から、イソジンのついた綿球をとって口の中に入れた。たまたま通りが
処置後、回診車を置いていた事が原因
処置後、回診車を廊下に置かない事を確認。
14196
かった方が教えてくださった。
廊下のドアの前に患者様が経っていたので声か消したところドアが閉まりきっていない状態だっ
精神科閉鎖病棟である為施錠は必須であるが、確認が不十分だった。
施錠の確認を確実に行うこととドアの出入りがあったときはモニターで確認する。
14197
た。ドアをしっかり閉めた後、部屋に戻っていただいた。
廊下の奥より声がした為いってみると、廊下に座っているところを発見。本人はベッドより降りて四 他利用者を介護中でベッドより音もなく降りられたために発見出来なかった。
ステーション前のベッドの位置を見える位置に変更
14198
つんばいで来たと言われる。
廊下より物音がしたため、行ってみると患者が倒れていた。ベッド柵は付いたままの状態であった リハビリが進み、自分で大分歩けるようになっていた為、自分でトイレに行こうとしてしまった。ま 夜間の排尿誘導の計画を立てる。
14199
ため、隙間より抜け出たものと思われる。
た、それを予測しなかった。
廊下を通っていたＮＳが転倒しているのを発見。床に座っていた。右前腕に擦過傷あり。右肋骨に 早出で勤務終了後は遅出ＮＳに申し送るなどして、危険防止をするべきであった。
見廻りを頻回にする。うーご君がＯＮになっているかの確認を頻回にする。不穏のときは、一緒に
も発赤あり、触れば痛い程度であった。ＢＰ１３０代、他の外傷はなく意識レベル低下もなかった。
行動するなどの対策を考える。
ベッドに上げて右前腕の処置をする。その後担当医に報告して経過観察となる。当事者は早出
14200
だったため勤務の最後にうーご君の確認をしてＯＮだったが、事故当時ＯＦＦになっていて本人が
触ったかどうかは不明である。元々不穏、不眠でＰＳＹ受診して内服していた。微熱もあり、点滴自
己抜針、オムツをはずすなどの行動も見られていた。
廊下を通りかかった時、プレイルームで左膝をついた格好で、中腰になっているのを発見する。椅 視力障害あり、座る時座り損ねた。丸椅子は安定感が悪い。
危険な物は片付け環境整備を整える。丸椅子は片付けておく。
14201
子に座ろうとして、滑ったとのこと。左膝関節打撲斑なし。
14202 廊下を歩いていた所滑って転倒する。バイタルサインに異常はなし。頭部と膝を打撲する。
観察不足・説明不足（スリッパを履いて移動した）
スリッパは履かないように再度説明し、靴を履いてもらうようにする。
14203 廊下を歩いていて、トイレに座ろうとして転倒。
高齢者
高齢者、痴呆患者の対応。追跡装置、リハビリの意見、安静度の確認。高齢者用トイレの設置。
廊下を歩いていると、音がしたので、病室をのぞくと、患者が倒れ左肘を表皮剥離していた。他の 観察不十分
特にふらつき傾向のある患者は室内まで入っての観察が必要
14204
外傷はなし。
廊下を歩いていると患者様がベットの上に座り、腰をベットにこすりつけ痒そうにしていた。
腰を見せていただくと、腰から足部に広い範囲に赤くぽつぽつなっている。疥癬ではないかと思い 皮膚科受診し、疥癬との診断を受ける。部屋を移し、毎日入浴と衣類、包布の交換を行う。
14205
師長に報告する。衛生管理が不十分であった。
廊下を歩行中に転倒し、他の病室の患者よりナースコールを受ける。左膝を打ったが外傷なし。湿 アモバンを内服していたが眠れなかった
眠れなくても睡眠薬を内服しているときはあまり出歩かないように話す。起立時浮遊感等あれば伝
布等の処置も患者より不要とのことで様子観察とした。眠れなかった為本を読もうと病室から出て
え付き添う事を話し、ナースコールを押すように説明する。
14206
きたとのこと。血圧172-94mmHgと高めではあったがびっくりしたからと話しながら本を読み出す。
14189

廊下歩行時、病室内のベッドサイドに柵をはずし座っている患者様を発見。
廊下歩行時転倒
廊下歩行時転倒したことを報告に詰め所まで来られ事実を確認
14209
14207
14208

14210

14211

14212
14213
14214
14215
14216
14217

ケアー時水をこぼし、そのまま放置されていた。

思い込みによる確認不足。
患者本人と設備上の問題
今回の事例はやむをえないと考える

危険のある患者様には頻回な訪室を心掛ける。
歩行時の介助、マッタ君設置
転倒防止のみ考えると夜間の歩行を禁止すべきだが患者のQOLを考えるとやむをえないと判断
する
廊下歩行中、左手に昼食のパン切れ、ゆで卵を握り締め、口腔内にはパンが詰め込まれ、呼吸困 食事中、全患者に対して観察を行き届かせることが出来なかった。誤嚥の可能性がある患者だっ 誤嚥の可能性のある患者全体に、食事摂取観察と援助を最後まで責任を持って徹底する。又、医
難を呈し顔面紅潮している。後頸部及び背部タッピング施行。口腔内より5cm×3cm程のパン切れ たが、摂取しながら食堂を離室することに看護の視点が行き届かなかった。
師、受け持ち看護師、患者、患者家族とともに食事種類の検討を継続していく。
を排出する。呼吸改善し、自立歩行にて自室へ行く。主治医報告なし。
廊下歩行中、病棟内トイレ入り口横の壁に前方より追突、転倒。前額部薬1cm裂傷、出血少量。 数ヶ月前にも同様の事故あり。歩行不安定は改善されてきているも多少残っているため、就寝時 夜間歩行中の追突・転倒及びその他の転倒、転落の可能性者は観察と付き添い等の援助をいっ
口腔内舌約5mmの傷、出血少量。当直医報告。診察あり。前額部イソジン消毒、口腔内うがいに 看護者がベッドに誘導していたが、観察が不足していた。
そう強化するとともに、日中から夜間の経過観察とＤｒ報告を密に実施し、いかに転倒、追突等の
て様子観察の指示あり。
事故を未然に防ぐか、個々の患者においての対策を立て実践しなければならない。看護計画に沿
い、記録と申し送りも確実に徹底を図る。
廊下歩行中に患者様がベルトを腰に巻いているのを発見する。精神科閉鎖病棟の為、首に巻き 精神症状により収集癖がある患者様であるが持ち物の確認が不十分であった。収集癖のある方 危険物の対応不備であった。定期的に持ち物の点検を行う必要がある。
つけられるものは、危険物として使用を禁止している。ベルトに記名なく、どこから持ち込んだか不 と自立している患者様が病棟内にいるため管理が不十分となってしまった。
明。他患者様の持ち物と合わせて確認をする必要がある。
廊下歩行中転倒し入歯が折れた。
洗面所からの帰り
安静度の確認、歩行不可なら看護師等を呼ぶ、可能なら主治医へ再検討、靴を履く、廊下の整
理。床の確認。
廊下歩行中物音がしたので訪室すると入り口で座っていた。異常なし。
患者状態把握
ベットをやめて畳を敷く。
老健より入院尿意があると、うろうろ動き出すとの情報あり、４本柵にて様子を観察していたが、監 老健からの申し送りでは、抑制まではいらないとの言葉に柵だけで様子を見ていて転倒する．
環境が変わった時などは十分注意し、必要時体幹抑制も視野にいれていく。
視モニターに写らず訪室するとベットサイドに転倒していた。
老人車を押しトイレへ行く途中、向きをかえようとしてバランスを崩し転到する。
スリッパで歩行されていた。
歩行時は靴を履くよう指導する。
老人車を利用してベッドより降りる際、ストッパーがかかっていなかったので転倒した
患者周辺の状況観察不足
訪室時は老人車のストッパーを確認する
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具体的内容
背景・要因
老人性痴呆症により、暴力的傾向ある患者。午前中は安全ベルトをして穏やかに過ごしていて、 以前より暴力的傾向があったが、日ごとに悪くなっていたにもかかわらず、医師は何の介入も行っ
看護師に柿を差し入れてくれたりしていた。午後になり、暴力的になり、暴言だけでなく、病棟の廊 ていなかった。看護スタッフは、患者が刃物を持っていることに気がつかなかった。患者が暴力的
下で知人が果物（午前中に看護師にくれた柿）と一緒に持ってきた果物ナイフを持って振り回し
傾向があるにもかかわらず、家族と知人に対し、危険物持ち込みはしないよう、病院職員から指
た。看護スタッフ６人で身体を抑え、ナイフを取り上げて鎮静剤を投与したが、その際看護スタッフ 導がなされなかった。
が叩かれたり蹴られたり、つばを吐きかけられるなどの行為を受けた。
肋間神経ブロック施行したが、翌日胸痛訴えて来院する。
ブロックした部位より頭側での痛みを訴えと、体動時痛もあり整形外科の受診を勧める
肋骨、膝、下腿と多数撮影をしたとき、肋骨の１枚で送信ミスをした。
つづけて操作をして確認を怠った。
話し声がする方へ行くと廊下においてあった車椅子の前で、座り込んでいるのを発見。トイレへ行 観察不足・説明不足
こうとしていたようであった。ギプス固定している右下肢の痛み訴えあり。
哺乳が3時を少し過ぎ、1日2回の抗生剤投与の時間を越えていた。注射用ワークシートを見なが 投与時、患者・薬の内容・量・投与方法は確認していたが、投与時間まで確認していなかった。こ
らアミカシンとラセナゾリンの投与する分をＡ号で準備した。患者・量・内容をダブルチェックし、Ｂ号 の時間に投与しなければいけないという思い込みが強かった。
に戻った。アミカシン・ラセナゾリンを各々の患者に投与し、カルテにサインをする時、ラセナゾリン
が1日3回の抗生剤で6:30に投与しなければならなかった事にきがついた。
哺乳を行おうとしたところ頬に固定テープが残ったままで抜かれているのを発見した。
ＮＧーＴの固定用テープと鼻腔に隙間ができていた。
哺乳後に脳室排液パック側のチューブのクランプ（ローラークレンメ、板クレンメ）を外す手順だが、 統一した閉鎖手順なし
板クレンメを外し忘れた。医師により発見された。
哺乳時、脳室ドレナージチューブの管を２ヶ所止めることになっているが、１ヶ所を輸液ルートのも 確認不十分、知識不足。
のと間違えてクランプした。そのため、脳室ドレナージ内にリコール液が貯溜していた。１０分後に
アラームで気づく。
哺乳毎にある、１０％NaClをとばしてしまった。偶数時間、哺乳のある児で、6時頃、児の母乳を病 確認が不足していた。手順の通りではなかった。
室内に運んでくる。哺乳時間だったため、急いでおり、ダブルチェックをしてもらうが、NaClの指示
を忘れていた事と、調乳指示表でもNaClの文字に気付かずにいた。忘れたまま児のところへ配
り、哺乳させてしまう。８：００哺乳時、１０％NaCl入りのシリンジが一つ多くあり、忘れていたことに
気付いた。
喀血のため絶食、高カロリー輸液中（65/ｈ）ボトル交換は一日2本の場合は10時と22時に実施して 輸液ポンプは、実際には滴下はなかったがローラーが動いているためエラーと感知しない？輸液
いた。22時ボトル交換のため新しい輸液を準備しルートを一度ポンプからはずし再接続したところ ルートを通す際、ルートが折れるまたはローラーと周辺の部分にはさまれて裂けてしまった？押さ
警報（閉塞・気泡混入 ）確かめるとルートに小さい穴があいており少しずつ点滴内容が漏れてい えつけていたので輸液ポンプをはずすまではアラームはならなかった。手順が守られていなかっ
た。ルートを交換し新しい輸液にセットしたところ輸液がほとんど減っていないことに気づく。穴のあ た。途中側注の止血剤がなかなか流れていないことに気づきながら原因を調べなかった。液量は
いた部位は器械に通していたところ（ルートは週2回交換、日曜日に交換したところだった）ポンプ 遮光してあったが残量確認をしていなかった。
の積算はしていた。ナースは実際の滴下数の確認はできていなかった。（当園でのチェックリスト
はあるが、滴下のところを見ていなかったがチェック項目にチェックはついていた４時間ごとに確認
し担当者がサインすることになっている。）
喀痰吸引時、患者様が両手で振り払った為、カニューレに本人の手が引っかかり抜けてしまった。 普段から不穏のある人だったので抑制手袋をしていたが、喀痰吸引や処方時には必要ならば抑
制帯での抑制もするべきだった。
喀痰検体を提出しようとカルテを見ると、一般・Ｔｂとカルテにはあるのに、一個目の検体は、一般・ 非医療スタッフの勝手な判断
Ｔｂ・ＴｂＰＣＲで提出してあった。カルテにはさんであった依頼箋も同様に印がつけられていた。呼
吸器Ａ医師の指示だったため、担当の非医療スタッフに確認すると、Ｔｂだけでは判定することがで
きないことが多いため、後からＰＣＲを追加することが気づくため、気をきかしてＰＣＲを追加するこ
とがあるとのこと。今回のような場合、ＰＣＲを追加するなら、医師に確認してカルテに記入してもら
うようにしないと、コストもれが発生することになる。このことを非医療スタッフにも注意した。１個目
の検体を提出した看護師もカルテを試て気づかなかったのもおかしい。１個目の検査のＰＣＲを
キャンセルしてもらった。
喘息が合併症にあり、禁忌薬であるプロスタルモンの指示が出ていた。反復式帝王切開術の患者 確認不足
の薬剤準備の際に気づいた。
喘息で入院している患者さん。もともと理解力低下で、４点柵で転倒防止策をとっていた。愛煙家 患者さんの理解力低下、家族指導が不十分であった
であるが、施設内禁煙を指導していたが、看護師に内緒で家族にタバコを持ってきてもらい病室で
吸った様子である。20時頃，柵がはずれる音がして訪室すると、タバコを持って、ベットサイドに
立っていた。
喘息のため救急車で来院された患者様をストレッチャーから診察室のベッドに移動し、救急隊員 確認不足 流量計が浮き玉のない、ダイヤル式のものだったので酸素が流れているかどうか確認
が酸素マスクのチューブを救急外来の流量計に付け替え、酸素８Lに流量を合わせた。その後もＳ しにくかった。
ＰＯ２が上昇しないため医師によって１５Lまで上げた。その後も改善しないため医師がラインを確
認すると酸素流量計のパイピングがしっかりできていない事が分かった。パイピング後ＳＰＯ２も上
昇した。
喘息重積にて入院、気管切開、呼吸器管理中の患者で抗生剤投与中。以前まではロセフィン1g- 点滴指示書の確認不足、と自分の思い込みで行動していた。後は最近、点滴については、間違い
生食50mlを一日2回の投与であったが、3日前よりロセフィン2g-生食50mlを一日１回の投与に変 のないように注意を払っており、点滴に関するミスはなくなってきていた頃で、自分自身を過信して
更されていた。以前の１g２回のときにこの患者を見ており、２gになってからはこの患者を見る機会 いた。
がなく初めてだった。いつもなら点滴指示書を見て量を間違いやすいものは必ず赤で印をつけて
いたのだが、今回は、前と同じだと思い込んでしっかり確認せず前のままの頭で考えてしまい１gし
か溶かさず投与してしまった。
喘息発作があったため発作時の吸入をしたが、患児があばれたため誤飲したかもしれないと母親 ・母親まかせにしない援助方法の工夫 ・母親への指導不足
から連絡があった。
喘息様症状があり、呼吸器内科を受診する。その際レントゲン写真にて心肥大を指摘され、循環 診療情報の管理が不十分
器科に診察依頼した。循環器科受診時、医師から心肥大のあるレントゲン写真は他患者様のレン
トゲン写真であることを指摘される。確認したところ、循環器科病棟に入院中の患者様のもので
あった。入院時、この患者様は循環器科病棟に入院されたため、そこで混入し転棟後もそのまま
になっていたと思われる。
嘔気がありあわててトイレに一人で行った。その際、ふらついてトイレで転倒したと患者さんが話さ 転倒リスクの高くない患者さんであるが、あわてたための転倒か？患者要因。
れた。「殿部をすこし打っただけ」とのことで経過観察とする
嘔気時ナウゼリン坐薬の申し送りを受けていた。7時にナースコールあり嘔気を訴えられた、在庫 本人へ確認したところ「先生からは嘔気どめを出しますと言われました。もらってます。食前だった
に本人用がなくカルテ確認し2個分2と記載ありミリ数が記入なく、坐薬と聞いていたため30ｍｇと考 のでナースコールした」と言う。記載事項の確認、思い込み。
え坐薬を挿入した。日勤者に申し送った時、坐薬ではなく内服2錠分2で本人へわたしていると聞
く。
嘔気時の指示でナウゼリン30ｍｇのところ病棟備品の60ｍｇを挿肛してしまった。
業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点
嘔吐で食事摂取できない患者の輸液指示を電話で受けた。「2番目にソルデム３A 500mlを1本つ １．電話で声が聞き取りにくかったので復唱した言葉が類似した間違った薬品名になった。２．看
ないでください」と医師が言ったが、看護師は、「ソルデム３AGですね」と言いメモにも３AGと記載し 護師は食事が取れないことを問題にして３AGと考えたが、医師は、糖尿病があるので３AGは不適
た。医師は「はい」と言った。医師の電話の声は遠かった。 2時間後ソルデム３AGをつなぎ、その 当と考えた。お互いの考えが電話では伝わっていなかった。
５分から10分後主治医が病室を訪ね、「３AGではなく、３Aだよ。糖尿病がある人だから替えて」と
言われた。すぐに交換し、血糖値にも異常は出現しなかった。
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改善策
医師は暴力的傾向が強い患者については、適切な医療処置を早期に行う。看護スタッフは、必要
な患者に対しては環境整備、物品確認を行う。また、家族に対して、持って来てはいけないものを
指導する。
肋間神経ブロックは、当科ではせず大学病院に紹介する。
送信ボタンを押したあとで、カセッテＩＤがのこっていないか確認すること。
移動時は必ず看護師に知らせてもらうように説明した。
投与前はカルテとワークシートを照らし合わせ、内容・量だけを確認せず、投与時間も確認を充分
行う。
鼻腔になるべく近いところでテープを止めるようにする。
手順書作成
マニュアル再学習
急いでいても、手順通りに母乳、薬を配る 哺乳させる前、途中、後に確認し、ボードにサインす
る。

輸液チェックリストにそって滴下の確認の徹底。テルモ株式会社に器械とチューブと今回の状況を
報告し原因についての解答を求め、器械自体は問題なし、原因としてはローラーが回っていたら
積算は換算するとのこと。病棟会・リスクマネージメント会で周知。デモストレーション今回購入分
は滴下数もチェックする機能をもつ輸液ポンプ購入した。

体動の激しい人はカニューレに手が届かないよう抑制をする。
検査内容の不明な指示は、きちんと医師に確認し、わかりやすく指示を書いてもらう。検体を提出
するときは、カルテの依頼内容と検査箋をチェックしてから提出する。また、ＰＣＲがでたときには、
検体容器を１個追加して渡すようにした。

医師・助産師の禁忌薬剤確認の徹底
再度、患者，家族への禁煙指導の徹底。

ラインがきちんと接続されているか確認する。救急外来の酸素流量計を浮き玉のある物にした。

点滴指示書は必ず声に出して確認する。勤務につく前に、点滴で量やものの間違えやすいものは
必ず赤でチェックを入れる。

・薬物療法に対する看護師の役割意識を高める。 ・吸入手順の未整備
レントゲン写真を見る時は必ず氏名まで確認する。患者様のレントゲン袋に入っているからといっ
て患者様のものであると思い込まない。 転棟時などはレントゲンの氏名も確認する。 医師には
見たレントゲン写真はすぐに袋に入れるように依頼する。（シャーカステンのところに注意書きをす
る。）
嘔吐に対して、ガーグルベースンの使用を勧める。又、制吐剤に使用についても説明を十分行
い、理解してもらう。
記載事項の不備な点は再度確認をする。

確認の徹底 病棟備品の把握
１．復唱時、特に誤り易い点を強調して確認することが必要。 ２．アセスメントしたことを口に出し
て、医師に問い、輸液の意図を確認する。

14240

14241

14242
14243
14244
14245
14246
14247
14248
14249
14250

14251

14252

14253
14254
14255

14256

14257
14258
14259

14260

14261
14262
14263
14264
14265

14266
14267
14268

具体的内容
嘔吐のため、主治医訪床され誤嚥の可能性は低いが念のため食事中止と輸液の追加抗生剤の
再開の指示がでる。輸液本体は１５日までの指示で抗生剤は１０日までの指示であったにもかか
わらず１０日のところに中止の印』を記入し忘れ１３日主治医より「抗生剤がどうなっているか」と聞
かれ処方箋の日付に気づく。
嘔吐の激しい患者様に対して、指示の薬を使用するため、指示を確認すると、１０*（*は何が書い
てあるか分からない）となっており、１０ｍｌなのか分からなかった。前日は１００ｍｌで注射していた
が主治医に確認をすると２０ｍｌであることが分かった。
嘔吐反射の著しい患者に、静脈内鎮静法を適応した。処置中、術者が、あやまって、スクリューピ
ンを口腔内に落下させた。麻酔医が、口腔内を探したが見つからなかったため、喉頭鏡を使用し
覗いたところ、咽頭部に刺さっていたため、除去しイソジンにて消毒した。覚醒後、患者に説明し、
違和感がないとのことで、抗生剤を処方し、帰宅させた。
嚥下造影時に使用する模擬食品の準備を忘れ、検査開始が10分程遅れた。
徘徊されていたが、突然転倒する。
徘徊センサーが鳴ったため訪室するとベットの柵の間から足を降ろしベットに上がろうとしていた。
外傷なし。
徘徊センサーが鳴り訪室すると、リザーバー針が抜かれ、輸液との接続がはずれていた。
徘徊センサー鳴ったので訪室すると、ベットサイドで横になっていた。電気を消そうとして転倒した
様子。
徘徊センサー鳴るため訪室するとベットの柵のない部分より転落ししりもちをついていた。異常な
し。
徘徊行動多くみられるため、頻回に訪室していたが、１３時訪室時、床に座り込んでいる。 意味
不明な発言あり。
徘徊中、他室の床頭台の上に置いてあったとろみの粉を食べられている所を発見。
扁桃摘出術が始まる前に綿球の数を急いで数えた。その時は20個あった。手術が始まり順調に
左右の口蓋扁桃を摘出し、最後に気管内に落ち込まないようにパックしたガーゼを出したことを確
認し、綿球の数も20個返ってきたか確認した。その時綿球が1個ないことにきづき、医師に報告し
た。医師、麻酔科医、外回り看護師と共にゴミ箱の中や床の上など、思い当たるところ全て探した
が見つからず、医師にファイバーで患者様の気管内にないかどうかを確認してもらった。医師がな
いと判断し手術は終了した。
扁桃摘出術時に必要な手術器具セットの準備が間に合わない状況であった。単品器具を用いて
手術を施行し、問題なく終了した。器具はＥＯＧ滅菌に２日間必要であるが、当該手術器具セット
の保有は１セットであり、今回、水曜日に使用した器具を金曜日に使用することとなっていた。

背景・要因
指示受けの時点での確認ミス（スタッフがわかるように”中止”と入れ忘れる）。

改善策
全体をみて確認ではなく、処方箋に記入されている指示を一つ一つ声に出して確認する。

字が汚くて読めなかった。指示を受けた看護師の思い込みがあった。分からない指示にもかかわ おかしいと思ったら確認を行う。 思い込みを持たない。 医師へ読める字で指示をだすよう注意を
らず、医師に確認を行わなかった。
する。
日常的に行う歯科医療行為であったため、本人に気のゆるみがあった。

口腔内に小さなものを入れる際、特に静脈内鎮静下の患者においては、落下物を誤飲、誤嚥させ
ないように舌のうえにワッテをおくなどする。

検査の実施伝票を栄養士だけで管理していた。
観察の教育不足
患者状態把握

検査実施の情報をカレンダーに書き込むなどして、情報の共有を図る。
歩行不安定、徘徊も多い方に対して、見守りを行う。
頻回な訪室、ベット柵の閉鎖

患者状態把握
環境整備、患者状態把握

本人へ説明を繰り返す。挿入部及びルートの確認、頻回な訪室。
頻回な訪室

患者の状態把握

頻回な訪室。入眠剤服用のため必要に応じ保護帯を使用する。（家人の同意済み）

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点

頻回な訪室と見守り

とろみの粉の管理場所の問題。環境整備。
患者様が入室してから準備をしており慌てていた。

とろみの粉は目の届く所には置かない。環境整備に努める。夜間徘徊中は目を離さない。
絶対に手術前のカウントが確実であったと言い切れるよう,早めに準備をして,余裕を持って手術に
のぞめるようにする。 手術が始まるより前に声に出して確実にカウントしておく。

原因として、材料部への確認が足りなかったこと、また、器具の不足が考えられた。

対応策として、材料部と話し合いを持つこと、手術器具セットの追加、単品器具の充実を図ることと
された。現在、当該手術器具セットは１セット追加されている。確認としては、手術部、材料部にお
いて手術週間予定を把握し、滅菌の優先順位を考慮する等考えられる。また、材料部の委託職員
の人員配置にも考慮がなされ、器具準備時間の短縮を図った。
鬱によるADL低下のため、入院している事を理解出来ず部屋の外に杖を使用し外出しようとしてい 昨日別病棟から転棟のため環境の変化に慣れていなかったのか?人的問題(看護師の不足)で危 今後、同様の患者に対しては施錠などせず家人の協力を求める。
た。病室自体が階段近くの場所にあったため施錠して観察していたが、突然杖で病室の窓ガラス 険行動のある患者の安全対策として部屋に施錠したのが不満だったのか?いずれにしても不明。
を叩き割りその破片を車道に落下させ走行中の車を破損させた。
沐浴後身体を拭いていると、児が顔色不良となり酸素飽和度50代に低下する。口元を見ると気管 沐浴後は、固定のテープがはがれやすい為注意をする。
看護師2人で介助して即、対応出来る体制を作って於くとともに、固定を確実にしておく。
チューブが浮上していた。抜管して速やかに再挿管してもらう。
浣腸薬の６０ｍｌの処方のところ、３０ｍｌの製品を投薬したこと。
比較的忙しい時間であったこと。数の確認に集中し規格の確認を怠ってしまった。
規格が複数存在している薬は、処方箋の印字を工夫している。また処方箋を赤ペンでチェックを入
れること。
疥癬のため、ある患者様は毎日入浴されている。その患者様が入浴後、病棟への通路から離院 退院を強く希望されている患者様である。患者様を病棟に確実に戻すまでの観察が不十分だっ 入浴のときは、必ず患者様が病棟に入るまで、職員が目を離さず、そばにいるようにする。入浴
される。中庭を走って病院玄関横まで駆け足で行ってしまった。しかし、たまたまその場に職員が た。入浴時の適正な職員の配置も、考慮する必要があった。
前、入浴時の適正な人員配置を徹底する。
通りがかったので患者様を静止できた。精神科閉鎖病棟に入院されている患者様であり、入浴の
ため、病棟外にある浴室に誘導されていた。「ここは自分の家だからどこへ行こうといいじゃない
か」と反省の様子は全く見られなかった。
疥癬の疑いのある患者様は、毎日入浴することになっている。本日、既に疥癬になっている患者 感染防止のため入浴の順番を判断できて当たり前と思い込んでいた。
感染を最小限にするためにまず、疥癬の疑いのある患者様を入浴していただき、その後、疥癬の
様三名が入浴した。しかし、その後、同じ浴槽で、疥癬の疑いのある患者様が入浴していた。
患者様を入浴させるるよう職員に徹底する。
疼痛、発赤、腫脹などの確認、右側肋骨ぶに経度発赤あり、当直医に上申して診察をしてもらっ 右足の壊疽があり、悪化傾向にて、疼痛が出現してきていた患者で、トランスは自力で行なってい トランス時は必ずナースコールをする様に、再度指導した。
た。患部に湿布貼用し、明日胸部Ｘ－Ｐの指示あり。
たが、一週間前頃より自力トランス困難になっていた、ナースコールをするように指導はしていた
が、自分でトランスをしていまったたえｍに、転倒をしてしまった
疼痛、発赤、腫脹などの確認バイタルチェック測定
自分でできると思い込んでいるため、何度か転倒をしている患者さまであり、再三注意をしていた トイレの用が済むまでは、付き添いをして目を離さないようにするように、話し合いをした。
が、見守りができていなかった。
疼痛あり、オキシコンチンを１週間前から内服中の患者（５ｍｇ４錠２回分服）。日勤から準夜への 思い込みと確認不十分による。
麻薬処方箋を薬袋の後方に入れ、薬袋を見て投薬できるようにする。思い込みをせず、確認する
申し送りの際、オキシコンチン２０ｍｇ２錠に増量になったといわれ、その理由を確認した。朝９時
ことができるよう指導する。
分はそれまでのものを４錠を内服させたということを申し送られた。当看護師は１回量が４０ｍｇに
なったと思い込み、１回量が２０ｍｇ２錠分２回分服で、２０ｍｇ１錠という医師の指示簿を充分確認
しなかった。主治医報告、様子観察となった。
疼痛コントロールで麻薬(デュロテップパッチ)を使用している患者様で、本日看護師が貼付しようと 麻薬を使っている患者様であることを分かっていながら、3日に一回の交換日を確認しなかった。 同じモジュールのメンバーで、確認し合う体制つくりが必要である。(朝のミニカンファ時と昼のカン
したところ、残枚数が合わなかった。調べてみたら、前回の貼付を忘れていた。
ファ時に確認することも必要)
疼痛にてロルフェナミンを内服している患者。１日１から２錠屯用で服用している。患者より痛止め 確認ミス
その日の担当ナースに確認刺与薬する
の希望ありその日の担当ナースに確認せず渡した。９時２０分服用していた。
疼痛のコントロールの為、（麻）塩酸モルヒネ１Ａ１ｍｌ+生食４９ｍｌ混入の薬剤をシリンジポンプで 薬剤を更新した時にシリンジポンプの点滅ランプが点いているか確認をせずに、再開始したと思 シリンジポンプの使用方法を再度説明することと、訪床時のチェックをすることを指導する。
２．０ｍｌ/Ｈで投与していた。更新時に、ポンプを停止した後再開始せずに、停止したままになって い込んだ。
いた。訪床した看護師が気付いた。
疼痛強かったため指示受けしていたボンフェナックを挿肛した。その後疼痛時の指示に変更が
カルテ記載時止メの指示を書いて貰い、どの指示が施行できるのかを分かりやすくすべきだった。 新しく指示受けする際は無効となる指示を止めとして 新しく指示を受ける 薬剤施行時の確認の
あったことが分かった。
際 新しい指示がでていないかチェックする
疼痛軽減のため、塩モヒ４０ｍｇ皮下注にてコントロールしていた。更に眠前にロピオン＋生食１０ ロピオンは屯用と思いこんでいたため、処方箋及び指示表の実施ラインまで確認しなかった。
塩モヒ持続注入していたため、ロピオンは屯用と思いこんでしまった。申し送り時に情報として、又
０ml の指示が出されていた。指示表には線が引かれ実施するように表示されていたが、屯用と
経過記録に実施の内容記載があれば屯用ではないことが理解できたのではないか。
思い込み処方箋の確認もしなかったため、実施されなかった。
疼痛時にブスコパンを筋注していた患者であったが、筋注から静注に指示変更された。指示変更 システムに指示を加えていけばその都度の変更が誰にとっても確認をしやすくなるだろう。
与薬時の５Ｒの確認をするように個人にかえした。
されて２日経過していた。施行時に指示書を確認しダブルチェックを行ったが、指示が書き直され
ていることにきづかず、筋注をしてしまった。
疼痛時の指示を確認すると、ロキソニン１錠とセルべっくス１ｇ（粉砕か）指示であったが、薬袋に 思い込み 確認不足
薬剤がきたときに、指示書とチェックし２人でチェックする
は、ロキソニン１錠とセルベックス０．５ｇであった。指示と薬が違っていることにきづかなかった。
疼痛時ボルタレン座薬使用指示の処方箋があった。処方箋には赤字に小さな文字で、「使用時は ・情報の伝達 ・連携と情報共有のあり方の問題点
・処方箋の確認 ・医師は疼痛時指示を、指示簿に記載する。
サイトテック1錠内服」と記載されていた。指示簿には疼痛時指示の記載はなかった。ボルタレン座
薬使用時、処方箋記載を見落としサイトテック錠を渡し忘れた。
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具体的内容
背景・要因
改善策
疼痛時ロルフェナミン６時間あけて使用の指示あり、１０時に使用する。休憩中の間に痛みの訴え 申送り不足
確実に申送りをする
あり、他看護師が１３時３０分再度与薬してしまった。
痙攀を主訴にＥＲに来られた男児両親が小児科の医師と言う事で、父親がどうしてもと点滴と採血 ・前任者から引継ぎが充分出来ていなかった ・連携と情報共有のあり方の問題 ・医師であるか ・当院スタッフ以外に医療行為をさせるのは不適切である ・免許の確認チェック必須徹底すべき
を希望された。又、父親がラインを入れたいと希望あり、上司の指示を間接的に聞き誤って理解 確認ルールの問題
・正当な理由があるか確認する上司に報告連絡相談
し、ラインを父親に入れてもらった。
痙攣重責発作で入院し、持続点滴でドルミカムを開始し、減量中であった。5:00頃、ドルミカム持続 深夜で指示がないからと自分の勝手な判断及び思いこみで、治療上重要な持続点滴の指示を中 医療行為は医師の指示を得て行動する。医師との連携を深め、深夜帯で指示受けなどがないよう
点滴が終了した。患児はぐっすり入眠中で、指示もなかったので医師に報告せず４時間中断してし 断している。指示が切れる前に医師に指示を受けるなど連携が取れていない。
に事前に指示は受ける。
まった。9:00頃、来室された医師に中断を指摘され再開始となった。その後も痙攣発作なく、翌日、
ドルミカム持続点滴中止となる。
痙攣発作のため時々激しい動きもみられていた患者の三連三方活栓より、シリンジポンプでを抗 夜間で暗く、三連三方活栓のひびに気づかなかった。注射施行中の確認を怠った。
注射施行中の中途確認を行う。
痙攣剤の側注を開始した。終了時血液が逆流し、薬液が漏れているのに気づいた。使用している
三連三方活栓がひびわれていた。
痙攣発作時、指示で救急カートからセルシンを取り出すところ、看護師が間違ってラシックスを取り チェックの仕組みの問題
声だし、確認。マニュアル遵守。救急カートにラシックスを入れない。
出した。医師に空アンプルと注射器にすったラシックス１Ａをトレイにいれ渡した。医師は、患者に
施注した後にアンプル名を確認し、間違いに気づいた。
痙攣予防のダイアップ坐剤に「高熱時」、解熱剤のアンヒバ坐剤に「痙攣時」のコメントをつけた。 単純な勘違い
注意を喚起する
痰培養の指示を受け、伝票のあることは確認したが、内容は見ずに、検体容器の準備をした。患 伝票と検体容器のダブルチェックはしなかった
検体採取前にダブルチェックをする．
者が咳をしていたため検体採取を１人で行った。検体採取後伝票の確認をした。検体提出後検査
部より電話にて検体と伝票が違いの問いあわせがあり、伝票のプリンター間違いに気付く。正しい
伝票を提出し、間違いのものを破棄し、医師に報告した。
瘢痕拘縮の手術なので同じ判子を使っている
判子がない
書き直す
膀洗日なのにうっかりしていて忘れてしまった。
処置板に施行日記入していたが処置板を確認しなかった。
処置板を必ず確認。又Ｗチェックをし今後同じミスがない様努める。次の日に膀洗施行す。
膀胱タンポナーゼで入院している患者様。１０時頃に「朝ごはんがまだ来ない。遅い。」と言われ、 ハイケアユニットに入室していたため、食事がいると思わなかった（主に手術後の患者様が入室し ハイケアユニットから配膳する。 配膳終了後にワゴンを確認する。
配膳を忘れていたことに気付く。すぐに食事を温めて配膳した。
ていたため）。配膳後にワゴンの中を確認しなかった。
膀胱タンポナーゼの患者に対し、前日までかん流を行っていた。日勤者より「かん流が中止になっ 情報の伝達・連携と情報共有のあり方の問題点。業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題
・指示の情報収集を確実に行う。 ・ワークシートに処置の記載を行っているため、処置の終了を
た」と申し送りは聞いていた。しかし、尿量チェックが8時間毎と指示され、18時に尿量チェックがあ 点。
確認する。
ることに気がつかず、チェックを行わなかった。勤務終了後に、深夜勤務者より問い合わせがあり
ミスに気づいた。
膀胱結石摘出術のためカンシを使用中、使用できなくなった。終了後点検で１ミリ程度の留め具が 医療・歯科医療用具（機器）、医療材料の採用や保守・管理の問題点。
使用前後の点検・故障時の早急な対応
ないことが分かった。
膀胱洗浄を実施している患者に対して、本来月曜日実施のところ、前日の祝日があったため、火 当日実施すべき項目を指示簿に書いて確認するようになっているものの、それを確認もせずに思 指示簿の確認を確実にすること。
曜日にもかかわらず実施してしまった。曜日を間違えただけのため患者への特別の影響などはな いこみで実施してしまっている。
かった。
膀胱全摘、回腸導管の手術中、筋層を縫合する前に「外科用へガール持針器」を使用して各部分 医療用具の採用、保守、管理の問題
手術前の器具の稼動確認や、洗浄時の器具の故障などを必ず確認する。また、定期的な業者へ
を縫合していたが、次の針を挟むときに、針がきちんと把持できない事に気づき持針器を確認。こ
の点検依頼をする。
の時、ヘガール先端部分のチップ（針を把持する部分）が片方紛失しているのに気付く。その後、
周囲を捜索も発見できず腹腔内への残存を疑いレントゲン撮影し、腹部内に部品を確認。すぐに
取り出し終了した。このまま気付かなければ「置き忘れ」となり患者さんに何らかの影響がおこる可
能性が大きい。
膀胱尿道全摘出術＋回腸導管造設術後２日目の患者の同室者より１８時過ぎにナースコールが 患者の認知能力の評価が不十分であった。ベッド柵の使用状況に問題があった。夕食時間に発 ベッド柵を４本使用した。頻回に訪室した。２０時過ぎ、泌尿器科医師に依頼し、家族に患者の病
あり訪室すると、患者はベッドに端座位になっていた。同室患者によると、床に横たわっていたた 生したため、配膳に気をとられ、患者に注意がむかなかった。
状及び状況について電話連絡をした。今後、検査結果及び患者の状態に応じた看護計画の検
め抱え上げ、ベッドサイドに座らせた後ナースコールしたとの事。患者は１５時頃より発語困難感
討。
があり、脳ＣＴ検査を受けたばかりであった。ＣＴ検査結果は所見得られなかったが、認知障害が
認められ脳梗塞を疑われていた。
膣式子宮全摘術・膣壁形成術後2日目、術後2日目にバルーンカテーテルを抜去した。16時自尿 入院計画表をもって確認しながら行わなかった。2日目にバルーン抜去だと思い込んでいた。
計画表を患者様と共に確認をし処置を行っていく。
確認。準夜勤務者へ申し送りの際、間違いを指摘され、本当は3日目に抜去の指示であり、1日早
く抜去してしまった。
膣式子宮摘出術のため、右大腿に対極板を貼っていた。手術終了後対極板をはがした。対極板 加齢により皮膚が弱く、はがす時に負荷がかかったためと考える。
出来るだけ慎重に気をつけてはがすようにする。
のシールはよく張り付いており、はがす時ある程度の力が必要だが、いつもどうり、強く引っ張り過
ぎないよう注意しながら行った。はがした時には特に気になるところはなかったが、患者退室前に
観察した折に対極板の位置に点状発赤があった。主治医報告、経過観察となった。
膣洗浄およびクロマイ膣錠を月・水・金曜日に行っている妊婦に対して、指示書を見ずにワーク
指示書での確認を怠った。申し送りが十分にされていなかった。妊婦への説明も十分になされて ワークシートだけを信じるのではなく、指示書での確認を確実に行う。妊婦にも処置の日にちを説
シート上で判断して水曜日に上記を施行した。しかし、手術を月曜日に行った為、指示が火曜日と いなかった。
明しておく。
金曜日に変更になっていた。リーダー看護師に申し送りをした際に間違いに気がついた。
膣壁血腫ope後1日目の患者への点滴指示に、ソルラクト500mlにパントール２A、ソルデム３
カルテ、処方箋にて確認していたはずが、準備の段階では思いこんでしまっていたため、ラベルと 準備の時には指差・呼称し、処方箋とカルテの指示を照らし合わせしっかり確認すること。点滴の
A500mlとあったところを、ソルデム３Aにパントール２Aを混注して投与し、その後ソルラクト500mlを 処方箋との確認を怠り、間違いに気付かず投与してしまった。
準備の時はあれこれと考えず、準備に集中すること。
単身で投与してしまった。
膵・胆・脾のＯＰ後の患者さん。体動激しく，事故の危険性も考えられたのでルート、ドレーン類は 滴下調整後、不穏の患者さんの場合、もっと頻繁な訪室が必要であった。 患者観察不足。
患者観察の徹底を指導した。
頻繁なチェックをし注意していた。ＩＶＨよりＳＴ３５００ｍｌ＋ヘパリン１０００ＥをＡＭ2時に交換し、滴
下調整していたが、1時間半で終了してしまった。
膵炎の患者さまのＣＴ検査にて造影剤注射の際、先に「今から造影剤を、点滴のチューブから入 説明不足により、患者様は血管が細くて、注射するとき針を挿入するのが困難で苦痛が強いこと、 検査の前、検査中はわかりやすく、ゆっくりと充分に、理解を確認しながら、説明する。
れさせてもらいます。」と声掛けし、病棟から挿入されている左橈側皮静脈の１８Ｇサーフロー針に 検査ができるだろうかという、不安がつよいこと、検査がスムーズに進まないことに対するイライラ
接続されているチューブの接続を締めたところ、「何をしとるんや、わしの血管は細いんやで。」と２ を増強させてしまった。
回大声で言われた。「血管細くてたいへんなんですね。」と理解したことを話し、「液がもれてこない
よう締めさせてもらいました。」と言い、逆血、注射液を注射しても腫脹など無いことを確かめ、イン
ターリンクから造影剤のチューブを接続して、器械で急速に注射したところ、途中の接続部から液
がもれた。器械を止め、「すみません。外へ液がもれました。」といって誤り、接続し直して、再び器
械で急速に注射しはじめたところ、針とチューブの接続部がはずれ、液が漏れた。器械を止めたと
ころ、「何をしとるんや。」と怒鳴られた。「すみません。また、外へ液がもれました。」と言って誤り、
Ｄｒが右肘正中皮静脈よりサーフロー針を挿入し、撮影した。患者様は、Ｄｒにも「血管が細いんで
な。」と言われていた。あとで、「手間取ってすみません。」と何度も誤ると、表情は穏やかになられ
ていた。
膵臓癌で脳梗塞を併発した患者様で、デュロテップパッチ2.5mgを貼用中。本日、11:00清拭時に 脳梗塞で右上下肢麻痺があり、意識レベルJCS３の患者様であった。自己体動があり左上下肢で 薬剤科で確認したところ、貼付場所は背部でも可能であるとのこと。有効部位を再度確認し手の
パッチが貼られていないのに気付いた。金庫を確認したところ、23日に使用サインがあったため、 オムツを外したり寝衣をずらす等の行為があった。手の届く範囲にパッチを貼ることで無意識に剥 届かない場所を考慮する。各勤務で貼付部位、確認の記事をのこす。
患者様が無意識に剥がした可能性あり、寝衣、ベッド、ベッド周囲を探すが、みつからなかった。交 がす要因となったと考える。
換日は、明日26日であったが、主治医の指示で本日11:00に新たに貼用する事となった。
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具体的内容
膵臓癌末期、脳梗塞、意識障害、視力障害、せん妄あり、体動激しい患者のため、観察室で床に
マットレスを敷き、常に看護師が観察できる状態にしていた。１４時１０分頃、マットレス上で睡眠
中、１４時１５分「ドタン」と大きな音がしたため、訪室。床に額をつけ、うつ伏せ状態になっているの
を発見。眉間に約１センチ程の切創より出血あり、主治医が縫合した。
膵臓食(３分粥）から膵臓食（粥）への変更が翌朝付けで出ていたのを、厨房栄養士への連絡メモ
に当日の昼からと記入した。ベルト盛り付け時に食札が流れてきて気がつき、急いで食事をつくり
配膳した。
臀部を浴衣場の床につき、バランスを崩して後ろにふらつき、後頭部をタイルの壁に打ち付ける。
後頭部、発赤・腫脹軽度見られる。医師報告。特に指示無く、処置なしで様子観察。
臀部膿瘍OP後、肛門部に挿入中のドレーンを固定しているオプサイトを交換する時、なかなかは
ずれなかったため、はさみで切ったところ、ドレーンの一部を切ってしまい、再挿入することになっ
た
臍帯リングのし忘れ。２時間後検温時には、ガーゼ上の汚染なし。３時間後のＢＳチェック時、ガー
ゼ上の出血に気付いた。その後リングをしめてＯＫ。激しく啼泣していたために、それまでしっかり
糸で結ばれていた部分がゆるんで出血してきたと思われる。臍帯リングは、ちゃんと用意してあ
り、なぜ忘れたか不明。クベース収容をした児であるため、臍処置時にも出血なしであり、観察が
頻繁で、２ｈ時にはガーゼ汚染もなくいたため、かなり止血してあり、臍帯内の残った出血のみ出
たため大事にいたらなかったと考える。
臍帯血移植後、２週間の患者。口内痛あり、レペタンをシリンジポンプで２４時間点滴中であった。
１２時３０分より輸血を開始、本体を止めた際、ルートの根元でオフにしてしまい、レペタンもオフに
なっていたことに気付かなかった。４時間後、ポンプのアラームが鳴り、気付いた。オフの間、患者
に疼痛の訴えなく、４時間後からレペタン再開した。
褥婦の初回授乳の際、直母後追乳せずに終了したが、新生児室のスタッフに報告できてなかった
ため、新生児の哺乳ができていなかった。
褥婦より出生届が欲しいと言われ、母子手帳と記入済みの出生届けを準備して、褥婦にないよう
説明と間違いがないことを確認していた。その中の出生子数が０人となっており、死産児が１人と
記入されていた。褥婦にはすぐに謝罪し新しい用紙に書き直し渡した。
褥瘡手術後で床上安静が必要な患者様で、アルコール依存症、痴呆がある。安静必要を理解で
きないため、抑制帯を用いて、抑制をおこなっている。0時に抑制を両手と左足にかけなおした。0
時20分に訪室すると、留置針が抜去されていた。
褥瘡処置後、体位交換をする為に抑制を直そうと外していた時、一瞬に胃管に手をかけられ自己
抜去されてしまった。
頸髄症に対し通常通り脊柱管拡大術を行った。完全覚醒後、四肢の動きをチェックしたところ、右
上肢優位に麻痺の存在を確認した。緊急ＭＲＩにて頸髄の浮腫を認めたためステロイド点滴を行
い、高酸素療法が可能な病院への転院を説明した。
頸椎側面・機能撮影において、前屈撮影を実施し忘れた。患者様が撮影室退室後に気づき、フィ
ルムの本人渡しであったために放射線受付前にて待っていたところを、事情を説明して再度撮影
室に来て頂き前屈撮影を実施した。
頸椎側面撮影時にLマークで撮影してしまった。フィルム上で訂正して提出した。

背景・要因
改善策
種々、対策を講じていたが、患者がよく眠っていることを確認後、他の患者の処置を実施している ＤＮＲの患者でもあるため、今後は眠剤を増やし体動を少なくすることになった。
間に発生した。
食事箋の日付け、朝昼夕の確認を怠った。

食事箋の日付け、朝昼夕の確認をして記入する。

お風呂には満員の状態で誘導したためスペースも狭く、他患者ともぶつかりやすく危険な環境が 余裕のスペースを作り、十分に観察を行なう。
そろっていた。
難しい処置を看護師が実施したこと、注意力･慎重さの不足。
・難しい処置は医師と共に実施する ・安易にはさみを使用しない
臍帯リング事態が小さなもので、一度忘れると発見しにくい。分娩が終了した時点で、もう一度分 臍処置の際、臍リングがしてあるかチェックする。できれば、臍クリップにしてほしい。器械を洗う時
娩セットの臍リングがしっかりなくなっているかをみて、もしあれば、是非その旨を助産師に伝えて に残っている場合は、そのままにせず、必ず伝える。
ほしい。

輸血開始前に、どのルートからどの薬剤が点滴されているのか十分に把握していなかった。

患者の把握が不十分であったことを認識させる。

業務手順・ルール、チェックの仕組みの問題点。

母親への指導内容の再検討。

記入後の確認がされていない。夜勤帯や分娩後の業務が残っている中での記入の為集中力に欠 各自にどうしたらそのようなミスがなくなるかを用紙に記入し、提出してもらう。そして、それをもとに
けている。
病棟カンファレンスで話し合う。
留置針は左手に入っており、発見時右手が抑制帯からすっぽり抜けた形になっていた。抑制帯の 夜中に再挿入すると再抜去のおそれがあるため、朝入れることとする。抑制帯は、抜けないように
止め方が甘かったと考えられる。
しっかりと固定する。
一瞬のことなので、事故の予想が出来なかった。どの程度上肢を動かすのか把握しきれていな
かった事と、体位交換時のライン類の注意が不足していた。
予測しがたい合併症

自己抜去される可能性を、常に視野に入れ観察し易い位置に立つ。患者の体動の範囲の把握。

昼交代の忙しい時間帯であったため、確認作業を怠ってしまった可能性がある。

確認作業の実施を徹底する。

確認不足

撮影時の確認
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予測しがたい合併症であるが、術前の説明を徹底する。

