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公益財団法人日本医療機能評価機構
理事長　井原　哲夫

　
　本財団は公益財団法人として、国民の医療に対する信頼の確保および医療の質の向上を図るこ
とを目的として、病院機能評価事業や医療事故情報収集等事業など様々な事業を運営しています。
医療の質をできるだけ高く保ち、安心・安全な医療を提供するために、それらの事業に継続して
取り組んでおります。
　医療事故情報収集等事業では、収集した医療事故等の情報やその集計、分析結果を定期的な
報告書や年報として取りまとめるとともに、医療安全情報を作成し、毎月１回程度公表を行うこ
とで、医療従事者、国民、行政機関等広く社会に対して情報提供を行っております。その上で、
医療安全情報については医療安全の直接の担い手である医療機関により確実に情報提供が行える
よう、希望する病院にファックスで直接提供する事業を行っております。　
　本事業における医療安全情報の提供は、２００６年１２月から開始し、２０１５年１月には
第１００号の節目を迎えました。この間、医療安全の推進のため、平素より本事業において医療
事故情報やヒヤリ・ハット事例等の情報の提供にご協力いただいております医療機関の皆様や、
関係者の皆様に深く感謝申し上げます。　
　今回、医療安全情報を第５１号から第１００号まで、過去に提供したものを冊子としてとりま
とめ、医療安全情報の変遷をご覧いただけるようにいたしました。
　これまでに提供した医療安全情報に対しては、医療機関や企業の皆様から内容に関するお問い
合わせや報道など多くの反響があり、医療安全の推進や医療事故防止に関する社会的関心が依然
として高いことを実感しております。　
　今後とも、本事業や病院機能評価事業などの様々な事業を通じて、国民の医療に対する信頼の
確保と、日本の医療の質の向上に尽力して参りたいと考えておりますので、ご理解とご協力を賜
りますよう宜しくお願い申し上げます。

はじめに

はじめに
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医療安全情報集発刊にあたって

公益財団法人日本医療機能評価機構
特命理事　野本　亀久雄

　
　本事業は開始後１０年が経過しました。この間、本事業に対する医療機関の皆様の反応には大
きな変化があったと考えています。事業開始当初には、報告した事例をどのように活用されるの
かわからない、という不安を感じておられた医療機関が多かったように記憶しています。しかし
最近では、収集した情報をもっと使いやすい形で提供して欲しいといったご要望が増えてきてお
り、これは事業開始当初とは異なる大きな変化であるととらえています。その結果、皆様ご存じ
のとおり、報告書や年報は次第に内容の濃いものになるとともに、医療安全情報の提供を行い、
さらにWebを活用した情報提供も開始しております。それらの情報を基盤に、参加して下さっ
ている医療機関の方々に有用な情報としてお返しすることによって、経験したことのないタイプ
の医療事故の実態も理解することが可能となり、具体性をもった医療事故防止が可能となるよう
です。
　本事業は、多くの医療機関のご協力を得て、医療事故情報やヒヤリ・ハット事例を幅広く収集
することが基盤となっております。本事業にご参加いただいている医療機関の皆様には、我が国
で初めての試みとして開始された本事業の円滑な運営に関し、ご支援、ご協力を賜り心より感謝
申し上げます。今後とも、一層充実した情報を全国の医療機関や広く国民に還元できるよう、引
き続き、報告範囲に該当する医療事故情報やヒヤリ・ハット事例が発生した場合は、適切にご報
告いただきますよう宜しくお願い申し上げます。　
　さて、２００６年１２月から提供を開始した医療安全情報は２０１５年３月に第１００号の節目を
迎えました。２０１１年１２月には、「医療安全情報集 No. １～ No. ５０」をとりまとめました。
そこでこの度、これまで提供した第５１号から第１００号までを一挙に掲載した「医療安全情報集
No. ５１～No. １００」を公表いたします。医療安全情報は、決して難しい内容ではなく、情報
量も絞り込んで少なくした媒体として作成しております。基本的な内容の医療事故の情報提供を
するとともに、できるだけ多くの医療機関でご活用いただけるよう、報告された医療事故の事例
を中心に作成することにも心がけております。また、多くの診療科、診療分野の医療従事者の方々
に関心をもっていただき、お役立ていただくために、報告事例は少なくても重要な事例を取り上
げることもあります。
　さらに毎年、過去に提供した医療安全情報を振りかえる形式の医療安全情報も作成しております。
過去に提供した医療安全情報のタイトルを思い出すことができるとともに、提供後も繰り返し報
告されている事例が分かるようにしています。
　医療安全情報は、本事業に参加していただいている医療機関や情報提供を希望された病院など
約５，４００医療機関に対して、毎月１回程度ファックスで提供しております。またどなたでも
情報入手していただけるようにホームページにも掲載しております。
　最近では医療安全情報について、海外に向けた情報発信として、医療安全情報の英訳作成も行っ
ております。本事業について国際的な関心を寄せられていることもあり、今後、日本国内のみで
はなく海外との情報交換や連携を深めていくことが重要であると考えております。
　国民の医療に対する信頼を回復し、その信頼を保っていくためには、医療の安全性を向上させ
る取り組みを永く続けていくことが必要であると考えております。
　今後とも本事業の運営主体として、本事業が我が国の医療事故防止、医療安全の推進に資する
よう、事業の充実と、一層有効な情報提供に取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力
を心よりお願い申し上げます。

医療安全情報集発刊にあたって
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医療安全情報の意義と課題

公益財団法人日本医療機能評価機構
医療事故防止事業部　運営委員会　座長
株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　院長

永井　庸次

　２０１５年１０月から医療介護総合確保推進法に基づく医療事故調査制度が開始される。その
骨子は医療事故の原因究明と再発防止である。
　日本医療機能評価機構では、２００４年より医療機関から医薬品・医療機器等のヒヤリ・ハット事
例や医療事故情報の収集、２００８年からは薬局におけるヒヤリ・ハット事例の収集が行われて
いる。これらの事例情報は収集するだけでは意味がなく、トレンド分析を含め根本原因を分析し、
主要原因や再発防止策を提言し、関係各位に周知徹底することも本財団の大きな役割である。特
に当事者を非難するだけではなく、仕組みとしてどのような原因を考え、仕組みの改善、再発防
止にはどのような実践が必要か等を具体的に明らかにすることは、先の医療事故調査制度の在り
方にも関連して重要である。
　これらの活動の一環として、２００６年１２月から発行された医療安全情報は、２０１１年１月に
第５０号を数え、同年１２月に「医療事故情報収集等事業　医療安全情報集No.１～No.５０」とし
て医療事故防止事業部から発刊された。この成書は非常に好評で、色々なところから入手要望も多
く、関係者一同、その反響の大きさに喜んだことを記憶している。２０１５年３月には第１００号を
迎え、第２弾として、２０１１年２月から２０１５年３月までの医療安全情報をまとめた「医療
事故情報収集等事業　医療安全情報集No. ５１～No. １００」として発刊できることは大変喜ば
しいことと考えている。前号の時もそうであったが、この間、運営委員会において、日本医師会、
日本病院団体等、日本看護協会、日本薬剤師会を始めとする関連諸団体とその構成機関から極め
て多くの貴重なご意見と情報がもたらされた。医療に携わる多方面の職種・職能からの意見等の
集約として、このような医療安全情報集が公表されることを、皆様方に知っていただき、本情報
集が各方面で活用されることを願っている。
　本財団が行ってきた活動に関しては、今後さらなる改善を要望されており、実施していく必要
がある。単なるデータでは役に立たず、それを意味ある安全情報にし、さらに知識化、叡智化し
ていくことが肝要である。その意味で、本財団はこれまでも事例収集のデジタル化、ＩＴを活用
した情報提供の多様化、テーマを絞った事例検討と対応策の検討、根本原因分析手法の教育、業
務工程図の意義と作成方法の教育、医薬連携の在り方、同様の機能を有する諸外国機関との連携
など、多方面にわたって、医療安全に関する情報提供とその対策構築と実践に対する支援活動を
行なっている。
　医療職は多様で新人も多く、医療機能も複雑・多様化しており、再発事例も皆無ではなく、医
療技術の進歩に医療安全管理技術が伴っていないと見受けられる状況や医療ＩＴを含め医療技術
の進歩に伴う医療安全内容の大きな変化も認められる。その意味で、安全管理にはリスク管理も
もちろん重要であるが、データ管理を含めた質管理が益々重要になってきており、これらの観点
から改めて医療安全情報が各医療機関等でどのように周知・活用されているか検討していく必要
がある。今後、本財団の医療安全情報がそれぞれの施設だけではなく、全国の諸医療機関の医療
安全に関するデータ管理の基礎になることを期待し、本医療安全情報集が皆様方のお役に立つこ
とを祈念している。
　最後に、全国の医療機関で日夜医療に従事し、医療安全に携われ、本財団に貴重な情報を提供
していただいている関係各位に、改めて御礼申し上げる次第である。

医療安全情報の意義と課題
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公益財団法人日本医療機能評価機構　執行理事
医療事故情報収集等事業　総合評価部会　座長
東邦大学医学部　社会医学講座
医療政策・経営科学分野　教授

長谷川　友紀

　１９９０年代に、英国・米国・日本などの先進諸国はいずれもショッキングな医療事故を経験
し、医療の質と安全に対する関心が急速に高まった。

　公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業は、広く病院など（別事業であ
るが薬局からも事例収集を行っている）から医療事故情報やヒヤリ・ハット事例を収集し、シス
テム上の問題に主眼を当てて分析し、改善策の立案・普及を図ることを目的としている。当事者
の匿名（confi dential）、罰則がない（non-punitive）、独立組織（independent）、自発的（voluntary）は、
再発予防を目的とした医療事故情報の収集の4原則とされる。匿名性の担保と、監督官庁から独立
した組織への報告により、報告へのバリアーを低減し、あわせて罰則を受けないことを保証する。
また、報告することで医療事故のリスクが減少すれば、患者のみならず、報告者本人を含めた医療
者も医療事故の当事者になるリスクが減少する。この正のサイクルが正しく理解されることによ
り自発性が得られる。これと相対する位置づけにある、強制的な医療事故報告、当事者の処罰は、
あらかじめ明示的に規定された事故様態に対して限定的・謙抑的に適応されるべきであり、両者
は別個のスキームとして取り扱われるべきである。これは安全について先進諸国では共通の認識
となっている。日本においては、２０１５年より、医療に起因する予期しない死亡が発生した場
合に、医療事故調査・支援センターへの報告、院内での医療事故調査が制度化される。医療者と
しては関心をもって動向を見守る必要がある。

　日々の医療安全の確保には、①リスクについて深く・広範に検討した上で、②ルールはできる
かぎり単純明快なものとし、③ルールの遵守状況をモニターし、④ときに、なぜそのルールがで
きたのかを組織として思い返し、現状においても必要かを再確認することが重要である。多くの
病院では、医療事故が発生すると、再発予防のために複雑なルールを設定するが、しばしば煩瑣
なために現場は守ることができない。時間の経過とともに、事故の記憶も薄れ、なぜそのルール
があるかを理解しているスタッフもいなくなり、ルールはますます形骸化し、組織としてルール
を軽視するという悪循環に陥る。ルール作成にあたっての細心の注意と、組織としてルールが
重要であるとのメッセージを常にスタッフに伝える姿勢が肝要である。医療安全情報は、潜在
的なリスクについての喚起（①）、思い返し（④）に特に有用である。医療安全管理者は、現場
と協力して、医療安全情報で紹介された事例について、是非、自院の手順、業務工程の中で同
様の医療事故が生じ得るのかどうか、堅牢性(robustness)を確認していただきたい。もし生じ得
るのであれば、改善が必要である。ルール変更などの対策については、個々の医療機関の状況に
依存する部分があるため、参考としての取り扱いに留め、必要に応じて専門家からのコメントを
加えている。同様の試みは、他国（米国のThe Joint Commission、英国のNational Patient Safety 
Agencyなど）、あるいは国内でも施設（グループ）として実施している場合もあるが、外国の事例
を用いるには、国により医療事情が異なるため、日本で適用できるかは別途検討が必要なこと、
１施設（あるいはグループ）では例数が限定されていること、新しい技術・製品にかかわる情報

医療安全情報に寄せて

医療安全情報に寄せて
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を得にくいことなどの限界があるため、これらを考えた上で併用することが有用であろう。幸い、
医療安全情報は多くの関係者の理解と支持を得て、号数を重ねることができた。発行に関わった
ものとして慶びを感じるとともに、医療安全への社会・医療界の願いは決して終わっていないこ
とを痛感する。
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医療安全情報のあゆみと今後の展望

公益財団法人日本医療機能評価機構
　　　　　　執行理事　後　　信　
医療事故防止事業部長　坂口　美佐

Ⅰ　はじめに

　医療事故情報収集等事業は、医療事故の発生予防と再発防止を目的とする事業です。医療事故
情報やヒヤリ・ハット事例を事業参加医療機関から収集して，集計、分析した結果を医療機関に
提供するとともに、広く社会にも提供しています。
　本事業の成果物のひとつである医療安全情報は、２００６年１２月に提供を開始し、２０１１年
１月に第５０号、そして２０１５年３月に第１００号の節目を迎えました。２０１１年には、
本事業の中期的な成果として、それまでに提供した医療安全情報第１号～第５０号を掲載した
「医療安全情報集No. １～ No. ５０」を作成し、公表いたしました。今回は、第５１号～
第１００号を本冊子に取りまとめることといたしました。また、この機会に、医療安全情報がこ
れまで歩んできた経過を振り返ってみたいと思います。

Ⅱ　医療安全情報作成のあゆみ

1）医療安全情報作成の経緯

　医療事故情報収集等事業では、基本的に四半期毎に報告書を作成、公表しています。報告書は、
報告していただいた多くの情報を集計、分析して還元しているため、毎回２００ページ弱の厚さ
になっています。このようにできるだけ多くの情報を提供していくことは重要ですが、一方では、
臨床の現場で従事している多忙な医療者の皆様に、時間をかけて報告書を読んでいただくことは
容易ではないと考えています。そこで、情報量を絞り込み、日夜現場で医療に従事している皆様
にも手軽に利用していただけるような媒体として作成、提供しているものが、医療安全情報です。
医療安全情報は、定期的な報告書の中で「共有すべき医療事故情報」や「個別のテーマ」として
取り上げた事例の中から、特に周知すべき情報を提供することにより、医療事故の発生予防、再
発防止を促進することを目的として、２００６年１２月に提供を開始しました。

2）医療安全情報の提供

　医療安全情報は、事業に参加している医療機関や情報提供を希望した病院、合計約５，４００
医療機関に対して、毎月１回程度ファックスによる情報提供を行うとともに、医療事故情報収集
等事業のホームページにも掲載しています。したがって、本事業に参加していない医療機関であっ
ても、また、個人であっても医療安全情報をダウンロードし、活用することができます。
　医療安全情報はより広く情報提供ができるよう、本事業に参加されていない病院でもファックスに
よる送付のご依頼を受け付けています。ご希望の病院は、医療事故情報収集等事業のホームページ
にアクセスし、「関連文書」→「参加登録等に関すること」に進み、「医療安全情報申し込み用紙」
のＰＤＦファイルを印刷して、必要事項を記入の上ファックスでお申し込み下さい。ファックス
による情報提供は無料のサービスで、公表日に行いますので最も早く医療安全情報を受け取るこ
とができます。まだお手続きをされていない病院におかれましては、お申し込みいただければ幸
いに存じます（図１）。

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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図１　医療安全情報の申し込み手順と申込書

本事業のホームページ

「関連文書」

「■参加登録等に関すること」の「医療
安全情報申し込み用紙（ＰＤＦ形式）」

（別添）の申込書に病院名、住所、
担当部署等必要事項を記入して

申し込み

アクセス

クリック

クリック

完了

ファックス
送信

3）医療安全情報の構成

　医療安全情報は、報告書や年報とは異なる役割を持った情報媒体として、情報を絞り込み、視
認性にも配慮しています。医療安全情報は６月分を除き、２ページで構成されています。イラス
トや図を取り入れたり文字を大きくしたりして、医療の現場で忙しく業務に従事している医療者
の方々にも、短時間で情報がわかりやすく伝えられるように作成しています。
　１ページ目には、１）「医療安全情報」と書かれたロゴマーク、２）医療安全情報のタイトル、
３）集計期間と報告事例の件数に関する情報、４）お伝えしたいメッセージ、５）メッセージの
理解を助けるイラストや図表、６）補足的な情報、を掲載しています（図２）。イラストや表は、
視覚的に情報を伝えるためのツールとして、医療安全情報の構成の中で特に重視している事項の
一つです。
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図２　医療安全情報の構成

2）タイトル

3）集計期間と
　件数情報

4）メッセージ

5） メッセージの
理解を助ける
イラストや表

6）補足的な情報

1）ロゴマーク

7）報告された 
　事例の概要

8）医療機関の
　取り組み

（１ページ目） （２ページ目）

　２ページ目には、７）実際に報告された事例の概要と、８）医療機関から改善策として報告さ
れた取り組みを掲載しています。実際に報告があった事例を掲載していることは、医療安全情報
に説得力を持たせるという意味で重要なことです。基本的でシンプルな内容の医療事故は、基本
的であるがゆえに、経験豊富な医療者にとっては、自分自身や自施設に起こり得ることとして受
け止めにくいかもしれません。また、一つの施設で発生する医療事故の頻度は決して高くはない
ため、まれな事例で自施設では起こり得ないこととして見なされることもあろうかと思われます。
そこで、実際に発生している事例の概要をご覧いただき、事実がもつ説得力によって、医療安全
情報を自らに関わることとして理解していただくために、このような事例の概要を掲載していま
す（図３）。また、医療機関では、医療事故発生後、様々な議論を重ねて改善策を検討しておら
れます。そこで、その取り組みの中から、他の医療機関にも情報共有すべきと考えられる内容を
掲載しています（図４）。医療機関によって体制や診療内容は異なりますので、改善策を見てと
ても参考になる医療機関もあれば、掲載されている改善策よりも一層効果的な改善策を実施でき
る、あるいは現に実施している医療機関もあることと存じます。そこで、さらに優れた改善策を
検討し実施しておられる医療機関の皆様には、その契機となった事例と改善策を、本事業の中で
ぜひご報告くださいますようお願い申し上げます。 

図３　事例 図４　事例が発生した医療機関の取り組み

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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4）医療安全情報のテーマの考え方

　医療事故情報やヒヤリ・ハット事例には様々なポイントが含まれているため、ひとつの事例
でも、異なった視点からの分析や情報提供が可能です。例えば、抗がん剤の誤投与の事例では、
用法・用量やプロトコールの複雑さの問題としてとらえることも、薬剤一般に係る注射指示の問題
としてとらえることもできます。しかし、医療安全情報の内容を複雑にすると、情報の受け手で
ある医療者の方々の理解が難しくなったり、医療安全情報を見るのに長時間を要したりすること
が考えられます。そこで、医療安全情報のテーマの設定にあたっては、「情報を絞り込む」とい
う考え方に基づき、ひとつの観点から明確なメッセージを示すようにしています。医療者の皆様
の中には、医療安全情報をご覧になって、ご自身では同じ事例を別の観点からとらえるとお考え
の方もおられると思いますが、ポイントを絞って作成するという考え方や、そのため同じ事例が
異なった観点から別の医療安全情報の中で再度活用される可能性もあることをご理解いただけれ
ば幸いに存じます。

5）医療安全情報の５つのパターン

　医療安全情報を作成してきた過程では、安定した考え方で情報発信を続けるために、あまり
大きな変更を加えてはおりません。しかし、よりよい情報発信を目指して議論しながら作成を続
けてきた中で、現在までに５種類のパターンが作成されています（図５）。これらのパターンを、
実際の医療安全情報をお示ししながらご紹介します。

図５　医療安全情報のパターン

（１）基本型
（２）前年の１年間に提供した医療安全情報を振り返るパターン（３月号）
（３）過去に提供した全ての医療安全情報を振り返るパターン（６月号）
（４）「第２報」のパターン
（５）本事業の総合評価部会の意見を付したパターン
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（１）基本型
　１つ目は、医療安全情報の提供開始から継続して作成しているパターンです。先述した
３）医療安全情報の構成でお示しした内容で成り立っており、いわば医療安全情報の基本
パターンです（図６）。

　図６　基本型
　　　　医療安全情報No. ５９「電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷」

（２）前年の１年間に提供した医療安全情報を振り返るパターン（３月号）
　２つ目は、毎年３月に提供している、前年の１～１２月に取り上げたタイトルを再び紹介
するパターンです（図７）。医療安全情報を一度見ただけでは、なかなか臨床の現場で思い出
すことは難しいかもしれません。また、医療機関には新入職員や異動により新しい部署に就
かれる方もおられますので、繰り返し教育を継続していくことが必要です。このパターンは、
医療者に実際の場面で医療安全情報を思い出していただくきっかけになることや、医療機関
における継続した医療安全の教育・研修に活用していただくことを期待しています。１ページ
目では前年１年間に提供した医療安全情報を振り返り、医療安全情報提供後に再発事例や類似
事例が報告されたタイトルには、その横に印を付けています（図８）。２ページ目には、それ
らの再発・類似事例の一部を掲載しています（図９）。掲載できなかった事例は年報に掲載す
ることとしています。

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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図７　前年の１年間に提供した医療安全情報を振り返るパターン（３月号）
　　　　医療安全情報No. １００「２０１４年に提供した医療安全情報」

図８　再発・類似事例の一覧　　　　　　　　　図９　再発・類似事例の一部掲載
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（３）過去に提供した全ての医療安全情報を振り返るパターン（６月号）
　３つ目のパターンは、毎年６月に提供している、第１号まで遡って最近１年間の再発や類似
事例の発生状況を情報提供する医療安全情報です（図１０）。毎年医療安全情報は増えていく
ため、この号は、再発・類似事例が発生する限り、必ずしも２枚の紙に収めることはできません。
図１０にお示しした例は２０１４年６月号の医療安全情報であり、全１０ページで構成され
ています。この医療安全情報をご覧いただくと、毎年繰り返して報告されている事例を知る
ことができます。紙面に限りがあり全ての再発・類似事例は掲載できないため、未掲載事例
については年報に掲載することとしています。なお、２０１５年６月号（第１０３号）からは、
ページ数を考慮して、２０１１年以降（第５０号～）に公表した医療安全情報の再発・類似
件数を掲載し、再発・類似事例が５件以上報告された医療安全情報のみ事例を掲載しています。
　また、報告書の中の「再発・類似事例の発生状況」の項目では、再発・類似事例の報告件数の
推移を示すとともに、毎回いくつかのテーマを取り上げ、新たに報告された再発・類似事例
の紹介、報告された背景・要因や改善策、医療安全情報を提供後に公表された関連情報など、
多くの情報を提供しています。医療安全情報と併せてご参照いただければ幸いに存じます。

図10　過去に提供した全ての医療安全情報を振り返るパターン（６月号）
　　　　　医療安全情報No.９１「2006年から2012年に提供した医療安全情報」より一部を掲載

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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（４）「第２報」のパターン
　４つ目は、医療安全情報の提供後に同種事例が再発しており、同時に、新しく注意喚起すべき
情報がある場合に、１回目の情報に新しい情報を加えた「第２報」として公表するパターンです。
医療安全情報No. ５１～No. １００のうち、「第２報」のタイトルを図１１に示します。また、
例として医療安全情報No. ９４「ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第２報）」
を示します（図１２）。

図11　医療安全情報「第２報」のタイトル

No.66 インスリン含量の誤認（第２報）
No.68 薬剤の取違え（第２報）
No.77 ガベキサートメシル酸塩使用時の血管炎（第２報）
No.82 ＰＴＰシートの誤飲（第２報）
No.94 ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第２報）

図12　 「第２報」のパターン
　　　　医療安全情報No. ９４「ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第２報）」
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（５）本事業の総合評価部会の意見を付したパターン
　５つ目は、医療安全情報の中で、事例が発生した医療機関の取り組みを紹介することに加
えて、さらに踏み込んだ情報提供をするために、本事業の総合評価部会において出された意
見を付したパターンです（図１３）。図１３に示すように、「総合評価部会の意見」と称する
欄を設け、「当然すべきこと」や「当然すべきでないこと」といった、基本的な内容であって
も実際には医療現場で実施できていない事項を中心に意見を付しているものです。この意見
は、あくまで基本的な事項を注意喚起するものであって、決して医療者の幅広い裁量を規制
することを意図したものではないことにご留意いただきたいと思います。

図13　本事業の総合評価部会の意見を付したパターン
　　　　医療安全情報No. ５４「体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去」

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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６）医療安全情報の影響

　２０１１年に公表した「医療安全情報集No. １～ No. ５０」において、医療安全情報No. １
「インスリン含量の誤認」に関し、厚生労働省の指導や製薬業界の取組みにより、インスリンの
販売名の変更が行われ、バイアル製剤の販売名命名の原則は、「１００単位／ｍＬ」という濃度
を含むことになり、特に「１００」という数字だけではなく「単位／ｍＬ」まで含むこととされ
たことを紹介しました。また、インスリンバイアル製剤の製造販売業者である企業から医療機関
及び関係者に対して送付された文書では、医療事故情報収集等事業報告書の事例が（参考）と
して取り上げられました。このように、医療事故やヒヤリ・ハット事例の報告に基づいて作成、
公表している報告書や医療安全情報が、販売名の改善につながりました。その後も、様々な直接
的、間接的影響がみられるため、次に紹介します。

（１）名称類似薬の取り違いに関する医療安全情報
　名称類似薬の取り違えについて、医療安全情報No. ４に続いてNo. ６８で再び取り上げました
（図１４）。取り違えた組み合わせのうち「アルマールとアマリール」はいずれの医療安全情報
の表中にも掲載しています。このような注意喚起や、医療安全情報を作成する基となる医療
事故事例を分析して作成されている報告書や年報、さらにデータベースであるホームページ
上の「公開データ検索」の機能を医薬品の製造販売業者各社にご活用いただき、医療機関に
対して様々な注意喚起がなされています。それらのうち「アルマールとアマリール」「ノルバ
デックスとノルバスク」に関する注意喚起を紹介します。

図14　医療安全情報No. ６８ 「薬剤の取り違え（第２報）」
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①「アルマール」と「アマリール」の取り違え防止のための製薬企業の対応
　「アルマール」と「アマリール」は、よく知られている名称類似による取り違えの組み合わ
せです。「アルマール（一般名：アロチノロール塩酸塩）：高血圧症・狭心症・不整脈治療剤
／本態性振戦治療剤」（大日本住友製薬株式会社）および「アマリール（一般名：グリメピリ
ド）：経口血糖降下剤」（サノフィ ･アベンティス株式会社）のうち、名称類似に関連した医療
事故防止対策の一環として『アルマール錠５ ／錠１０』の販売名を『アロチノール塩酸塩錠
５ｍｇ／１０ｍｇ「ＤＳＰ」』に変更したことが、２０１２年に製薬企業より公表され、また
報道もされました。医療従事者に対してそのことを説明するために企業名で公表された文書に
は、本事業の事例検索システムから、アルマールとアマリールとを取り違えた事例が引用され
ています。

図15　アルマール®とアマリール®の販売名類似による取り違え防止について

②「ノルバデックス®」と「ノルバスク®」の販売名類似による取り違え注意のお願い
　本事業の事例データベースを活用し、「アルマールとアマリール」、「ノルバスクとノルバデッ
クス」などの名称類似薬の取り違えについて、製薬企業から注意喚起がなされていることを、
過去の報告書でご紹介しました（第３４回報告書　１９～２１頁、第２９回報告書　１３～
１８頁、平成２４年年報　２５～２９頁、平成２３年年報　１６～１９頁）。良く知られた名
称類似薬である「ノルバスク（一般名：アムロジピンベシル酸塩）：高血圧症・狭心症治療薬
／持続性Ｃa 拮抗薬」と「ノルバデックス（一般名：タモキシフェンクエン酸塩）：抗乳がん剤」
の取り違えについても、製薬企業より、本事業の成果を引用した注意喚起が繰り返し行われ
てきており、２０１３年１１月に再び注意喚起がなされ、２０１４年７月及び２０１５年５月に
その情報が更新されました（図１６<http://www.pmda.go.jp/fi les/000204707.pdf>）。

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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医療従事者に対してそのことを説明するために企業名で公表された文書には、本事業に報告
された事例が紹介されているとともに、具体的な表示や検索システムの改善による対策、医
薬品の外観の写真などが紹介されています。また、対策がとられていても、医師に異動や非
常勤といった事情があることにより、対策が十分理解されていないことによる取り違えの事
例もあることから、周知徹底を呼びかけています。

図１６　「ノルバデックス®」と「ノルバスク®」の販売名類似による取り違え注意のお願い
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（２）医療機器の安全な取り扱いの促進
　医療安全情報No. ７４では、「手動式肺人工蘇生器の組み立て間違い」を取り上げました
（図１７）。いわゆるジャクソンリースやバッグバルブマスクなどの手動式肺人工蘇生器は、患
者の人工呼吸器装着時における管理や急変時に必須であり、即時に使用できる状態で管理され
ている必要があります。そこで日頃の管理の際には、異なる患者に使用する場合や汚染され
た場合などは分解して洗浄する必要があります。本事業には、組み立て方を間違っていたた
めに、蘇生に支障を来たした事例が報告されましたので医療安全情報として取り上げました。
２０１３年１月に医療安全情報を提供した後、同年３月２６日には、厚生労働省から通知が
発出され、その中には、製造販売業者に対し、添付文書や取扱説明書等に組み立て方法及び
動作点検方法がわかりやすく記載されているか自主点検を行い、自主点検の結果に応じて添
付文書等の改訂を行うとともに、医療機関等への情報提供を実施するよう指示したことが述
べられています（図１８）。このように患者の健康に重大な影響を与える可能性がある医療事
故を、国とほぼ同じ時期に、医療機関や製造販売業者に対して注意喚起、情報提供しました。

図17　医療安全情報No.74「手動式肺人工蘇生器の組み立て間違い」

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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図18　再使用可能な手動式肺人工蘇生器の添付文書等の自主点検等について（一部抜粋）

（３）医療事故調査制度における再発防止の議論への影響
　２０１５年１０月に、医療法に基づく医療事故調査制度が開始されます。医療事故の原因
分析と再発防止を目的としたこの制度の検討は、２０１２年２月から、２０１３年５月ま
で、１３回にわたり、厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討
部会」で検討されました。その中で、２０１２年１２月の会議では、再発防止のあり方が検
討された際に、医療安全情報No. １～７２のタイトル一覧、医療安全情報No. １、先述した医
療事故が活用されて、インスリンの販売名や抗リウマチ薬（メトトレキサート）の外装の変
更などがなされたことなどを説明した資料が提示されました（http://www.mhlw.go.jp/stf/
shingi/2r9852000002r4ko-att/2r9852000002r4po.pdf）。この検討会の後、現在は法律が成立
し、厚生労働科学研究「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究」や、厚生労働
省の「医療事故調査制度の施行に関する検討会」の開催、関連する省令、通知の発出を経て、
本年１０月の開始に向けた準備期間にあります。研究班報告書には、医療事故調査・支援セ
ンターが行う、院内調査結果の整理・分析の方法として、「医療事故情報収集等事業で用いら
れている整理・分析の方法も参考にして、院内調査結果の収集、整理を行うことが考えられ
る。」という説明があり、また、センターによる普及啓発に関し、「定期的なアラート」とい
う記述が、さらに、医療事故情報収集等事業との連携に関し、「『医療安全情報』等の既存の
情報媒体を発展的に活用した普及啓発の検討」といった説明がなされています（http://www.
ajha.or.jp/topics/kouseiroudoukagaku/pdf/h26kk_houkoku.pdf）。実際の再発防止の具体的な
イメージについては、これから第三者機関において深められるものと考えられますが、その
際に、医療安全情報の考え方が参考になるものと考えています。
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７）医療安全情報の海外への情報発信

　医療事故情報収集等事業では、年報と医療安全情報の英語版を作成して、それらを海外に向
けて情報提供しています。そのうち医療安全情報については、２０１５年３月末時点でNo. １
～９５の英語版を公表しています。それらは、本事業のホームページの英語のページ（http://
www.med-safe.jp/contents/english/index.html）に掲載しています（図１９、２０）。
　本事業のホームページ等を通じた情報発信だけでなく、海外の医療安全に関する団体を通じて
情報発信することに取り組んでいます。
　２０１０年に、カナダのCanadian Patient Safety Institute (cpsi-icsp) から、同団体がＷＨＯと
共同で運営するプロジェクトである「Global Patient Safety Alerts」において、医療安全情報の
英語版を世界的に共有することのご依頼をいただいたことから、同プロジェクトを通じた情報発
信も続けています。“Global Patient Safety Alerts”のホームページの協力団体には、本財団の
名称を掲載していただいており、同時に、医療安全情報英語版へのリンクを作成していただいて
います。また、閲覧用アプリも提供されています。このように、本事業の英語のホームページの
他に、“Global Patient Safety Alerts”のページの協力団体のページや検索機能、アプリを通じて、
医療安全情報英語版の内容が世界から閲覧されています（図２１、２２）。

図19　医療安全情報No.1-95（英語版）を掲載している本事業の「English」のページ

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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図20　医療安全情報（英語版）の例
　　　　Medical Safety Information　No.95　 Dead Battery in a Central Monitor Transmitter

図21　Canadian Patient Safety Institute (cpsi-icsp)「Global patient safety alerts」 のページ
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図22　世界のアラートを検索できるアプリ（Global Patient Safety Alerts）の画面　　　　
　　　　（Canadian Patient Safety Institute）及び医療安全情報（英語版）

　近年、本財団は、医療の質の向上に関わる国際団体であるＩＳＱｕａ（The International 
Society for Quality in Health Care）との連携を強めています。ＩＳＱｕａは、１９８５年に設立
され、約７０カ国の組織会員、個人会員とアイルランド政府から資金を得て運営されています。
本財団は組織会員として登録するとともに、個人会員として、８名の理事が参加しています。
ＩＳＱｕａの主な事業は次の通りです。
・病院等の第三者評価に関する国際認定（ＩＡＰ: International Accreditation Programme）
・学会誌 “International Journal for Quality in Health Care”の出版
・医療の質向上に関する教育・啓発事業 （ＩＳＱｕａEducation）
・国際学術会議 “International Conference” の開催

　このようにＩＳＱｕａでは、国際学術会議を毎年開催しており、２０１４年１０月にブラジル
のリオ・デ・ジャネイロで開催された第３１回国際学術会議では、医療事故情報収集等事業の
成果について医療安全情報も含め発表しました（図２３）。また、学会会期中はブースを出典し
て、本財団の運営する医療事故情報収集等事業の成果について、医療安全情報の英語版も含めて
紹介しています。２０１６年１０月には第３３回のＩＳＱｕａの年次会議を東京で開催する予定
ですので、医療事故情報収集等事業や医療安全情報を知っていただく良い機会になると思います
（図２４）。

医療安全情報のあゆみと今後の展望
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図23　第31回ISQua国際学術会議のプログラム（本事業関連部分）

図24　ＩＳＱｕａ2016国際学術会議の東京会議開催を伝える記事（ＩＳＱｕａホームページより）
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Ⅲ　おわりに

　２００６年１２月に提供を開始した医療安全情報は、２０１５年３月に第１００号を迎えまし
た。この８年余りの間、内容に工夫を重ね、ファックス送信先の拡大も図りながら、継続して安
定した情報提供を続けてきました。医療機関では、医療安全情報をさまざまな形でご活用いただ
き、医療事故の防止に役立てていただいています。また、医療安全情報を一つの契機として、製
薬企業などにおけるモノの改善が進んだ事例もみられています。さらに、本事業では医療安全情
報の英語版を作成し、海外でも情報共有していただけるよう国際連携に協力しています。
　医療安全の推進は職種や診療科を問わず医療に関わる全ての人に共通の課題です。医療安全情報
が、簡便で有用な情報源として活用していただけるように、今後も提供を続けてまいります。

医療安全情報のあゆみと今後の展望





（2011年2月～2015年3月）

No.51～No.100

医療安全情報の活用
医療機関における

1 医療安全情報に掲載したイラストを抜粋して使用した例

2 医療安全情報に院内の事例を加えた例

3 院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例

4 医療安全情報を院内教育の資料に使用した例
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　医療事故情報収集等事業は２０１４年に事業開始後１０年を迎えたことから、参加医療機関にお
ける事業の成果物の活用状況についてアンケート調査を行いました。医療安全情報を「活用して
いる」または「ど ちらかというと活用している」という回答は９５．５％と大変高い割合で、数
多くの医療機関にご活用いただいていることがわかりました。このアンケート調査に伴って、医
療安全情報を活用した取り組みについてもお尋ねしたところ、その後、実際の活用例をご提供い
ただきました。その中から代表的な例について、各医療機関のご承諾を得て、この医療安全情報
集に掲載させていただくこととしました。
　医療機関における医療安全情報の活用について、いくつかのパターンに分けて以下にご紹介し
ます。

　医療安全情報に掲載したイラストを抜粋して使用した例（３２頁）

　医療安全情報は、内容の理解を助けるため、多くのイラストを掲載しています。今回ご紹介す
る活用例は、医療安全情報に掲載した事例のイメージのイラストを用いて、院内のルールや他院
の事例を周知しているものです。
　医療安全情報には、事例のイメージのほかにも、No. ８０「膀胱留置カテーテルによる尿道損傷」
のように正しい手順を図示したものや、No. ８７「足浴やシャワー浴時の熱傷」のように医療機
関の取り組みのイメージ図を載せたものもあります。これらのイラストも院内のマニュアルやルー
ルの周知にご活用いただければ幸いです。

　医療安全情報に院内の事例を加えた例（３３頁）

　医療安全情報は、１ページ目はタイトル、報告件数、メッセージ、図表など、２ページ目は
報告された事例と医療機関の取り組みなどで構成されています。このうち１ページ目の内容と、
院内で発生した事例を組み合わせて情報共有を図っている活用例をご紹介しています。また、
医療安全情報の２ページ目の事例と院内の類似事例やその発生状況、事故防止の取り組みを組み
合わせている活用例もお示ししています。
　このように、自施設の事例やその発生状況などを加えることで、医療安全情報がよりリアルに
感じられるようになり、院内での情報共有と注意喚起に役立てていただくことができます。

医療機関における医療機関における
医療安全情報の活用について医療安全情報の活用について
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　院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例（３７頁）

　医療安全情報の内容を院内の発行物に組み込むのも、活用法の一つです。定期的に医療安全に
関するニュースレターなどを発行している医療機関では、その発行物の中に医療安全情報を組み
込んで掲載しているところがあります。今回ご紹介している院内発行物は、医療機関によって引
用する医療安全情報の内容や形式は異なりますが、医療安全情報の図表やイラストをうまく取り
入れ、現場の職員にとって読みやすい構成になっています。さらに、自施設の事例や取り組みも
併記されることで、より効果的な注意喚起になることが期待されます。
　

　医療安全情報を院内教育の資料に使用した例（４０頁）

　医療機関においては、安全管理のための体制として、医療安全に関する研修が実施されています。
本冊子では、院内研修のパワーポイント資料に医療安全情報を使用した２つの医療機関の活用例
をご紹介しています。
　これまでに提供した医療安全情報は、薬剤、医療機器、検査など、バラエティに富んだテーマ
を取り上げていますので、この中から院内の各種研修に合ったものを選んで活用することが可能
です。例えば、医薬品安全研修で、No. ７７「ガベキサートメシル酸塩使用時の血管炎（第２報）」
の事例を示すと、もし実際に高濃度で末梢血管から投与するとどうなるのかがわかり、より深い
理解につながります。
　また、職員全体を対象とした医療安全研修では、しばしばコミュニケーションがテーマとして
取り上げられます。No. ７３「放射線検査での患者取り違え」やNo. ８４「誤った処方の不十分
な確認」に掲載した事例は、どの部署にも共通する基本的な確認に関する内容となっていますの
で、院内全体の研修にも取り上げていただくことができます。
　医療機関における教育・研修に、ぜひ医療安全情報をお役立てください。

　ご紹介した例のほかにも、医療機関では医療安全情報をさまざまに活用されていることと思い
ます。医療安全情報はイラストや図表を用いて目を引くデザインになっていますので、関係部
署に掲示するのも一つの方法です。例えば、No. ５９「電気メスペンシルの誤った取り扱いによ
る熱傷」を電気メスの収納ケースとともに手術室の掲示板に貼って注意喚起をしている病院や、
No. ９７「肺炎球菌ワクチンの製剤の選択間違い」の図表を薬剤部門に掲示している病院もある
ようです。
　医療安全の担当者の方を中心に、皆様の自由なアイデアで医療安全情報を存分にご活用いただ
ければ幸いに存じます。

医療機関における医療安全情報の活用について医療機関における医療安全情報の活用について
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　医療安全情報に掲載したイラストを抜粋して使用した例

①医療安全情報No. ５４「体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去」の活用

 

 

 

 

 
 
 
 
①担当看護師は内服薬 5 種類をパッケージ（PTP シート）のまま患者さん
の手のひらに乗せて渡し、ベッドサイドを離れた。患者は手渡された内
服薬をパッケージごと服用した。服用後痛みで患者はすぐに吐き出した
が、吐き出された内服薬は 4 種類であり、1 つは飲み込まれていたため
緊急内視鏡により摘出された。 

 

 
 
 
 

 みんなで共有インシデント知って防ごう医療事故 

No.77
2014年11月7日
医療安全管理室

→認知症や状況認識に問題のある患者さんには、パッケージごと内服薬を
　手渡すことは危険かもしれません。また確実に嚥下するまで見届けてく
　ださい。

②医療安全情報No. ５７「ＰＴＰシートの誤飲」の活用

※一部抜粋

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報に掲載したイラストを抜粋して使用した例

医療機関における医療安全情報の活用について
医療安全情報に掲載したイラストを抜粋して使用した例
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　医療安全情報に院内の事例を加えた例

① 医療安全情報Ｎｏ．７８「持参薬を院内の処方に切り替える際の処方量間違い」、No. ９０
「はさみによるカテーテル･チューブの誤った切断」の活用

※一部抜粋

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報に院内の事例を加えた例

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報に院内の事例を加えた例
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②医療安全情報No. ８１「ベッド操作時のサイドレール等のすき間への挟み込み」の活用

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.81　2013年8月

ベッド操作時のサイドレール等のすき間への挟み込み

事 例 
看護師は、左肘に創部のある患者を座位にするためにベッドの操作を始めた。
その際、患者の上肢の位置を確認しなかった。看護師がベッドを２０～３０度
上げたところ、患者が「痛い」と訴えた。確認すると、患者の左肘がベッド柵と
マットの間に挟まっており、左肘に貼付している被覆材の内部に血液が滲んで
いた。筋層に達する外傷を認め、医師が縫合した。

 
 
 
 
 
 

2012年6月6日厚生労働省より「介護ベッド用手すりによる製品事故の未然防止のための
安全点検について」通達があり、本院･分院のベッドを点検し「医療･介護ベッド事故防止に
ついて」を配布して周知徹底を図りました。
また、この活動は ○○○ でパネル展示し、地域の方へも周知しました。
上記事象以降、当病院では同様事象は発生していません。

夜間巡視時、訪室すると、足をバタバタさせ、患者がベッドコントローラーを操作し柵とマット
の間に右手首を挟んでいるのを発見。（2012年4月発生）

当院
での
取組み

当院
での
事例

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報に院内の事例を加えた例

医療機関における医療安全情報の活用について
医療安全情報に院内の事例を加えた例
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③医療安全情報No. ９０「はさみによるカテーテル･チューブの誤った切断」の活用

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報に院内の事例を加えた例

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報に院内の事例を加えた例
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④医療安全情報No. ９８「カリウム製剤の投与方法間違い」の活用

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.98　2015年1月

カリウム製剤の投与方法間違い
事 例 1 

医師はシリンジポンプで５ｍＬ／ｈで持続投与を意図し、「ＣＶ内頚 側管１ Ｋ.Ｃ.Ｌ.点滴液１５％
（４０ｍＥｑ/２０ｍＬ）＋生理食塩液（２０ｍＬ）１日３回」と指示したが、投与速度、投与方法の指示は
していなかった。看護師はアンプルに記載してある『点滴専用 薄めて点滴』という表示を見て、
指示内容を確認するため手術室に電話した。手術室看護師に「オーダ通りに投与していいか」と
手術中の医師に聞いてもらったところ、医師はシリンジポンプを使用すると思っていたため、
「いいです」と返答があった。看護師は指示通りに調製し、モニタを見ながら中心静脈ラインの
側管からカリウム製剤の調製液を注入した。残量が６ｍＬのところでＳｐＯ２低下のアラームが鳴った
ため、注入を中止した。

事 例 2 
上級医は「患者の補液（ソルデム３Ａ）に、ＫＣＬ１０ｍＬ追加」と口頭で指示した。看護師は、ＫＣＬ注
２０ｍＥｑキット（プレフィルドシリンジ型製剤）に専用針を付けず、注射器に１０ｍＬ吸い取って
研修医に渡した。研修医は、カリウム製剤の投与は初めてであったため不安になり、上級医に
「静注でいいですか」と確認したところ、「やっておいて」と回答があった。研修医は、静脈ラインの
側管に注射器を接続し、ＫＣＬ注１０ｍＬの注入を開始した。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

規定の濃度を超えた
投与にあたり

ポンプの使用の指示を
伝え忘れた

フルカリックに含まれて
いる の濃度を考慮せず
に最高投与濃度となる
を混注してしまったせいで、

の投与濃度をオーバー
してしまった。

は用法･用量を誤ると患者さんの生命に直結する危険薬剤です。
投与時のルール

必ず希釈  （点滴に混ぜる等）  して使用　ワンショット静注は厳禁

当院では、KCL急速静注に関する事例はありませんでした。
しかし当院でのKCL関連としては以下のような事例が起きています。

当院

での

事例

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報に院内の事例を加えた例

医療機関における医療安全情報の活用について
医療安全情報に院内の事例を加えた例
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　院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例

①医療安全情報No. ８９「シリンジポンプの取り違え」の活用

医療機関における医療安全情報の活用について
 院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例

医療機関における医療安全情報の活用について
 院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例
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②医療安全情報No. ９７「肺炎球菌ワクチンの製剤の選択間違い」の活用

肺炎球菌ワクチンは、製剤によって接種対象者
の年齢が決められています。

接種対象者の年齢

製
剤
名 

※１

プレベナー１３
水性懸濁注

（沈降13価肺炎球菌
結合型ワクチン）

ニューモ
バックスＮＰ

（肺炎球菌ワクチン）

2
歳

出
生
時

2
ヶ
月

6
歳

２ヶ月齢以上
６歳未満

65
歳

65歳以上※2

２歳以上

※一部抜粋

医療機関における医療安全情報の活用について
 院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例

医療機関における医療安全情報の活用について
院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例
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③医療安全情報No. ９９「胸腔ドレーン挿入時の左右の取り違え」の活用

※一部抜粋

医療機関における医療安全情報の活用について
 院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例

医療機関における医療安全情報の活用について
 院内発行物に医療安全情報を組み込んで掲載した例
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　医療安全情報を院内教育の資料に使用した例

①医療安全情報No. ３３「ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出」、
　No. ７７「ガベキサートメシル酸塩使用時の血管炎（第２報）」の活用

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報を院内教育の資料に使用した例

医療機関における医療安全情報の活用について
医療安全情報を院内教育の資料に使用した例

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

※一部抜粋

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
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②医療安全情報No. ８４「誤った処方の不十分な確認」の活用

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報を院内教育の資料に使用した例

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

医療機関における医療安全情報の活用について
 医療安全情報を院内教育の資料に使用した例





（2011年2月～2015年3月）

No.51～No.100

医療安全情報
医療事故情報収集等事業
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過去に提供した医療安全情報一覧

No.　52
No.　53
No.　54
No.　55
No.　56
No.　57
No.　58
No.　59
No.　60
No.　61
No.　62
No.　63
No.　64
No.　65
No.　66
No.　67
No.　68
No.　69
No.　70
No.　71
No.　72
No.　73
No.　74
No.　75
No.　76
No.　77
No.　78
No.　79
No.　80
No.　81
No.　82
No.　83
No.　84
No.　85
No.　86
No.　87
No.　88
No.　89
No.　90
No.　91
No.　92
No.　93
No.　94

No.　96
No.　97
No.　98
No.　99
No. 100

No.　95

№ 事故の概要に
基づく分類 提供月 提供内容

2011年

No.　51 治療・処置 2月 ワルファリンカリウムの内服状況や凝固機能の把握不足
No.　52 3月 2010年に提供した医療安全情報
No.　53 検査 4月 病理診断時の検体取り違え
No.　54 その他 5月 体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去
No.　55 6月 2006年から2009年に提供した医療安全情報
No.　56 検査 7月 ＭＲＩ検査時の高周波電流のループによる熱傷
No.　57 薬剤 8月 ＰＴＰシートの誤飲
No.　58 カテーテル・ドレーン 9月 皮下用ポート及びカテーテルの断裂
No.　59 治療・処置 10月 電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷
No.　60 薬剤 11月 有効期間が過ぎた予防接種ワクチンの接種   
No.　61 薬剤 12月 併用禁忌の薬剤の投与

2012年

No.　62 検査 1月 患者の体内に植込まれた医療機器の不十分な確認
No.　63 検査 2月 画像診断報告書の確認不足
No.　64 3月 2011年に提供した医療安全情報
No.　65 薬剤 4月 救急カートに配置された薬剤の取り違え
No.　66 薬剤 5月 インスリン含量の誤認（第２報）
No.　67 6月 2006年から2010年に提供した医療安全情報
No.　68 薬剤 7月 薬剤の取り違え（第２報）
No.　69 その他 8月 アレルギーのある食物の提供
No.　70 治療・処置 9月 手術中の光源コードの先端による熱傷
No.　71 検査 10月 病理診断報告書の確認忘れ
No.　72 薬剤 11月 硬膜外腔に持続注入する薬剤の誤った接続
No.　73 検査 12月 放射線検査での患者取り違え

2013年

No.　74 医療機器等 1月 手動式肺人工蘇生器の組み立て間違い
No.　75 医療機器等 2月 輸液ポンプ等の流量と予定量の入力間違い
No.　76 3月 2012年に提供した医療安全情報
No.　77 薬剤 4月 ガベキサートメシル酸塩使用時の血管炎（第２報）
No.　78 薬剤 5月 持参薬を院内の処方に切り替える際の処方量間違い
No.　79 6月 2006年から2011年に提供した医療安全情報
No.　80 カテーテル・ドレーン 7月 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷
No.　81 療養上の世話 8月 ベッド操作時のサイドレール等のすき間への挟み込み
No.　82 薬剤 9月 ＰＴＰシートの誤飲（第２報）
No.　83 カテーテル・ドレーン 10月 脳脊髄液ドレナージ回路を開放する際の誤り
No.　84 薬剤 11月 誤った処方の不十分な確認
No.　85 カテーテル・ドレーン 12月 移動時のドレーン・チューブ類の偶発的な抜去

2014年

No.　86 薬剤 1月 禁忌薬剤の投与
No.　87 療養上の世話 2月 足浴やシャワー浴時の熱傷
No.　88 3月 2013年に提供した医療安全情報
No.　89 医療機器等 4月 シリンジポンプの取り違え
No.　90 治療・処置 5月 はさみによるカテーテル･チューブの誤った切断
No.　91 6月 2006年から2012年に提供した医療安全情報
No.　92 医療機器等 7月 人工呼吸器の配管の接続忘れ
No.　93 薬剤 8月 腫瘍用薬のレジメンの登録間違い
No.　94 検査 9月 ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第２報）
No.　95 医療機器等 10月 セントラルモニタの送信機の電池切れ
No.　96 薬剤 11月 インスリン注入器の取り違え
No.　97 薬剤 12月 肺炎球菌ワクチンの製剤の選択間違い

2015年
No.　98 薬剤 1月 カリウム製剤の投与方法間違い
No.　99 治療・処置 2月 胸腔ドレーン挿入時の左右の取り違え
No.100 3月 2014年に提供した医療安全情報

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他

No.　51
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財団法人 日本医療機能評価機構

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.51　2011年2月

No.51　2011年2月

医療事故情報収集等事業

ワルファリンカリウムを使用していた患者の内服状況や凝固機能に関する情報の
把握がなされていないため、観血的処置により出血が誘発された事例が５件報告さ
れています（集計期間：2007年１月1日～2010年12月31日、第20回報告書
「個別のテーマの検討状況」（Ｐ140）一部を掲載）。

ワルファリンカリウムの内服状況や
凝固機能の把握不足

ワルファリンカリウムを使用していた患者の内服
状況や凝固機能を把握しないまま観血的処置を
行い、予期せぬ出血を来たした事例が報告され
ています。

凝固機能
データ 件数

× 3

× 1

×

ワルファリン
カリウムの
内服量

×

×

ワルファリン
カリウムを

内服していること

×

情報の把握

　：あり
×：なし

1
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医療事故情報収集等事業

総合評価部会の意見

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

・抗凝固剤を使用中の患者の治療・処置の際は、日本循環器学会が
公表している「循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に
関するガイドライン（2009年改訂版）」の『Ⅳ.補足 ２ 抜歯や
手術時の対応』などを参考にしましょう。

No.51　2011年2月

財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/html/index.htm

事 例
舌腫瘍疑いの患者は、下肢静脈瘤に対しワーファリン３ｍｇ／日を内服していた。医師は組織
生検をするため、血液検査を実施した。生検の際に電子カルテ上で血液検査の結果を確認した
ところ、凝固機能検査の値は『検査中』と表示されていた。しかし、医師は生検を実施し、止血を
確認後、患者を帰宅させた。3時間後、患者は口腔内出血を認め、救急外来に再来院した。舌及び
顎下部から頸部にいたる血腫を認め、気管挿管及び舌動脈の塞栓術などの処置を施行した。

事例が発生した医療機関の取り組み

・観血的な処置を施行する前は、凝固に関する薬剤の内服
状況や、凝固機能に関する検査結果の確認を徹底する。

ワルファリンカリウムの内服状況や凝固機能の把握不足

日本循環器学会ホームページ「循環器病の診断と治療に関するガイドライン」（http://www.j-circ.or.jp/guideline/index.htm）参照。

ワルファリンカリウムの製品 （2010年12月31日時点）
●アレファリン錠1mg
●ワーファリン錠0.5mg／1mg／5mg
●ワーリン錠0.5mg／1mg

◆ワルファリンカリウム以外にも凝固機能に影響を与える薬剤があります。

●ワルファリンＫ細粒0.2%［ＮＳ］
●ワルファリンＫ細粒0.2%［ＹＤ］
●ワルファリンＫ錠1mg

●ワルファリンＫ錠０．５／１ｍｇ［トーワ］
●ワルファリンカリウム錠０．５／１／２ｍｇ［ＨＤ］

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

No.　51

療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他薬剤 治療・処置
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医 療
安全情報

No.52　2011年3月

医療事故情報収集等事業 2010年に提供した
医療安全情報

２０１０年１月～１２月に医療安全情報No.３８～No.４９を毎月1回提供いたしました。
今一度ご確認ください。

ルトイタ号番

No.38

No.39

No.40

No.41

No.42

No.43

No.44

No.45

No.46

No.47

No.48

No.49

★清潔野における注射器に準備された薬剤の取り違え

★持参薬の不十分な確認

　2009年に提供した医療安全情報

　処方表記の解釈の違いによる薬剤量間違い（第2報）

　セントラルモニタ受信患者間違い

　2006年から2008年に提供した医療安全情報

　コンセントの容量（定格電流）を超えた医療機器や電気機器等の接続

★抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投与に伴う骨髄抑制（第２報）

　清拭用タオルによる熱傷

　抜歯部位の取り違え

　酸素残量の未確認

　B型肝炎母子感染防止対策の実施忘れ

★のタイトルについては、提供後、2010年12月31日までに類似事例が発生しています。

財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.52　2011年3月
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2010年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.52　2011年3月

心臓カテーテル検査施行時、清潔野には識別情報のない２つのビーカーにヘパ
リン生食とハイポアルコールが入っていた。医師は左橈骨動脈に留置したシース
をフラッシュする際に、清潔野にあったハイポアルコールのビーカーの中身を
フラッシュ用のヘパリン生食だと思い、注射器で吸って注入した。その直後に
患者が痛みを訴え、左前腕の発赤、腫脹を呈した。

No.38 清潔野における注射器に準備された薬剤の取り違え

入院当日、他院からの紹介状やお薬手帳等には、患者の内服薬を記載した書面
はなく、主治医と看護師は持参薬だけで確認した。主治医は、患者が薬疹により
バイアスピリン（抗血小板剤）の内服を中止したことは把握していたが、他院で
プラビックス（抗血小板剤）とセロクラールが処方されていることは知らず、持
参薬の中にもなかった。持参薬の継続内服の指示により、プラビックスとセロク
ラールを数日間投与しなかった。

No.39 持参薬の不十分な確認

医師は、ステロイド増量の経過観察をするため、1週間分の処方とし、その旨を患
者に説明した。ステロイド以外の内服を処方する際、リウマトレックスカプセル
2mgを、本来であれば２日分とするところ７日分と入力した。患者は、院外薬局で
処方薬を受け取り、７日間内服後再診した。患者から7日間内服したと告げられた
医師は、処方の誤りに気付き、血液検査を施行した。データ上異常はなかったが、
予防のためロイコボリンを処方した。
注） 抗リウマチ剤（メトトレキサート）の用法：
 初日から２日目にかけて12時間間隔で3回経口投与し、 残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。

No.45 抗リウマチ剤（メトトレキサート）の
過剰投与に伴う骨髄抑制（第２報）

◆他の類似事例につきましては、平成22年年報に掲載いたします。

◆以下の類似事例が発生しています。

財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/html/index.htm

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

No.　52

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.53　2011年4月

No.53　2011年4月

医療事故情報収集等事業

病理診断において、検体取り違えの事例のうち、別の患者の検体と取り違えた事例が
６件報告されています（集計期間：２００７年１月１日～２０１１年２月２８日、第２２回
報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ８２）に一部を掲載）。

病理診断において、別の患者の検体と取り違えた
事例が報告されています。

2

1

取り違えの種類

1

場面

検体処理時
（病理検査室内）

検体採取時
（病理検査室外）

2

0

0

ラベルの貼り間違い

検体の入った容器の取り違え

標本作成時の組織片の取り違え

病理診断時の検体取り違え

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.53　2011年4月

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/html/index.htm

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

病理診断時の検体取り違え

事 例 1
外来の担当看護師は、患者Ａと患者Ｂの伝票を机の上に並べ、手書きしたラベル
を検体ビンに貼付した。検体受付の際、検査技師が同じ名前の検体ビンが２つ
あることに気付いた。看護師は、患者Ａと患者Ｂの検体ビンのラベルに患者Ａの
名前を記載していた。検体が特定できないため、再度組織診を行った。

事 例 2
右乳癌で手術予定の患者Aに対して右乳房２ヵ所、左乳房１ヵ所の生検を行い、
検体を病理部へ提出した。いずれも癌であると報告され、患者Aに対して両側乳
房の手術を施行した。術後の病理検査の結果、右乳腺検体は乳癌であったが、
左乳腺検体には癌は認められなかった。調査の結果、検査技師がカセットに検体
を入れる際、病理組織検査申込書の記載内容を見間違え、患者Aの左乳房の
検体と、患者Bの検体が入った容器を取り違えていたと推測された。

・一人の患者の検体の取り扱いを完結させてから
  次の患者の作業に移る。
・検体処理時は、作業環境を整理する。

事例が発生した医療機関の取り組み

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

No.　53

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.54　2011年5月

No.54　2011年5月

医療事故情報収集等事業

人工呼吸器を装着した患者の体位変換を行った際に、気管チューブまたは気管切開
チューブが抜けた事例が２3件報告されています（集計期間：2007年１月１日～
2011年３月31日、第15回、第17回および第19回報告書「個別のテーマの検討
状況」に一部を掲載）。

体位変換時の気管・気管切開
チューブの偶発的な抜去

人工呼吸器を装着した患者の体位変換を行った
際に、気管チューブまたは気管切開チューブが
抜けた事例が報告されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

事例１のイメージ図

◆報告されている２3件の事例のうち、10件は気管チューブが抜けた事例であり、１３件は
気管切開チューブが抜けた事例です。



53

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

・体位変換の後にも、患者の呼吸、気管・気管切開チューブ
の固定の状態や人工呼吸器の動作状況を確認しましょう。

No.54　2011年5月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/html/index.htm

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去
事 例 1

人工呼吸器は患者の左側にあった。右側に看護師Ａ、左側に看護師Ｂが立ち、体位変換を行
うため蛇管をアームから外した。看護師Ａは左側臥位にするために患者の背部を押してお
り、蛇管を保持していなかった。左側臥位にした時、顔に貼っていた固定用のテープが蛇管
の重さにより外れ、気管チューブが5cm抜けた。医師が抜管し、再度挿管した。

事 例 2
患者には気管切開チューブが挿入されていた。看護師２人で清拭後、体重測定のため体位
変換を行ったところ、人工呼吸器の低換気アラームが鳴った。気管切開チューブを確認する
と、エア漏れの音がしたためすぐに医師に報告した。気管切開チューブの固定を外すと気管
切開チューブが抜けており、新しい気管切開チューブを医師が再挿入した。

・体位変換の前に気管・気管切開チューブの固定の状態を確認する。
・体位変換は2名以上で行い、役割を決め、声かけをしながら行う。
・人工呼吸器回路を保持し、過度の張力がかからないようにする。

総合評価部会の意見

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　54

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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2006年から2009年に
提供した医療安全情報

2010年にも類似事例が発生しています
番号

1）

タイトル ～内容～

【事例】

2010年に報告
された件数

No.1 1件
インスリン含量の誤認
～バイアルの「１００単位／ｍL」という表示を誤認し、過量投与に
伴い低血糖をきたした事例～

医師は、インスリン静脈内持続投与の際、「ヒューマリンＲ５０単位＋生食 ５０ｍＬ（1単位＝１ｍＬ）
１ｍL／h」と指示した。看護師Ａは、「ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ ５０単位」という処方箋の
記載を見て「１００単位／ｍＬ」を「１００単位１０ｍＬ」と勘違いし、「５０単位は５ｍＬ」と計算した。
処方箋と薬剤を看護師Ｂと確認したが、看護師Ｂは同指示の作成経験がなく、そのまま準備、開始
した。３時間半後、患者の血糖値が５１ｍｇ／ｄｌであったため確認したところ、インスリン５ｍＬ（５００
単位）を混注していることが判明した。

No.2 2件
抗リウマチ剤（メトトレキサート）の
過剰投与に伴う骨髄抑制
～抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投与に伴い骨髄抑制をき
たした事例～

医師は、関節リウマチの患者にリウマトレックスカプセルの投与を開始した。3週間分の処方をす
るために、週に1回3日分を入力すべきところ、曜日指定を入力し忘れ21日間連日投与の入力と
なった。患者には週1回の投与であると口頭で説明し、処方箋を発行した。院外薬局からも、疑義
照会はなかった。薬剤師から内服方法の説明はなく、患者は処方通りにリウマトレックスカプセル
を連日服用した。患者は、歯肉出血等が出現したため、自己判断で内服を中止した。 主治医は、３
週間後に患者が来院した際に初めて処方ミスに気付いた。（他1件は医療安全情報Ｎｏ．４５
（2010年8月）第２報提供後の事例です。）

No.55　2011年6月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.55　2011年6月

No.3 5件グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔
～グリセリン浣腸に伴い直腸穿孔などをきたした事例～

患者の摘便を施行したが、十分に努責をかけられないため、トイレ内で臀部を突き出すような姿
勢でグリセリン浣腸を施行した。その後、翌朝にかけて下血を認めた。 （他４件）
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2010年に報告
された件数

2006年から2009年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.55　2011年6月

No.4 1件薬剤の取り違え
～薬剤の名称が類似していることにより取り違えた事例～

医師は、救急外来を受診した患者に対して、生食100mL＋メチコバール１A＋ノイロトロピン１A
の指示を電子カルテに入力した。薬剤師は、生食100mLとメチコバール、ノイトロジンを払い出
した。看護師は、混注の際、注射指示と薬剤名が違うことに気付き、医師に確認した。医師が、バイ
アルを確認しないまま「それでいいよ」と言ったため、看護師は、似た名前の後発医薬品だと思い
点滴に混注し、実施した。

患者は、シャワーが高温の設定になっていたことに気付かず、また、シャワーヘッドが患者に直接
あたる向きであることを確認しないまま、給湯レバーを上げた。約７０度のお湯が患者の右肩部
にかかり、熱傷を生じた。（他１件）

看護師Ａは、指示のノボリンＲ注「４単位」を看護師Ｂと確認し、ツベルクリン用注射器を使って準
備した。看護師Ａが患者にインスリンを注射中、看護師Ｃは、インスリン専用注射器を使用してい
ないことに気付いた。確認したところ、ツベルクリン用注射器に「０．４ｍＬ（４０単位）」のインスリン
を準備し、実施したことがわかった。

医師は、患児の左手背に24G留置針で血管確保した。その後、シーネで固定し、輸液ポンプを使用
し、ソルデム３Aを35ｍＬ／ｈにて輸液した。看護師は、２時間毎に滴下と輸液ポンプの作動状況を確
認していたが、点滴部位は包帯で覆われており観察が十分にできなかった。翌日、シーネ固定の巻き
替えの際に、左上肢全体の腫脹と左手背の一部白色化を発見した。（他７件）

No.5 2件
入浴介助時の熱傷
～入浴介助の際、湯の温度を直前に確認しなかったことにより熱傷
をきたした事例～

No.6 1件
インスリン単位の誤解
～インスリンの「単位」を「ｍL」と誤解し、過量投与に伴い低血糖を
きたした事例～

No.7 8件
小児の輸液の血管外漏出
～薬剤添付文書上、輸液の血管外漏出に関する危険性の言及の
有無にかかわらず、小児に対する点滴実施の際、輸液の血管外
漏出により、治療を要した事例～

No.8 5件手術部位の左右の取り違え
～手術部位の左右を取り違えた事例～

医師Ａは、右慢性硬膜下血腫の患者の画像所見を確認したが、カルテと手術申込書に「左」と記入
した。手術室の外回りの看護師は、手術申し込みが「左」と記入されていたため、左だと思い込ん
だ。執刀医の医師Ｂは、右頭部の皮膚を切開すべきところ、左頭部の皮膚を切開した。（他４件）

No.　55

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2010年に報告
された件数

No.9 2件製剤の総量と有効成分の量の間違い
～製剤の総量と有効成分の量との誤認による事例～

主治医は、紹介状に記載されていた「10%フェノバルビタール散 0.5g／日」を処方する際に、
「ｍｇ」処方の場合には力価、「ｇ」処方の場合には倍散で処方という院内の取り決めを知らず、「フ
ェノバール10%500mg／日 5日分」とオーダーした。電子カルテに常用量オーバーのメッセー
ジが出たが、医師は紹介状を再確認し、そのまま処方した。薬剤師は、当該薬品を「5g 5日分」秤
量し、交付した。次の処方の際、処方鑑査で過剰投与がわかった。（他１件）

2006年から2009年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.55　2011年6月

医師は、技師と共に患児に磁性体がついていないか確認し、ＭＲＩ検査室へ搬送した。その際、点滴
スタンドが非磁性体（MRI用）か磁性体かは判別していなかった。ガントリー内部に患児が進入し
た際に、点滴ルートが引っ張られたため、点滴スタンドをガントリーに近づけた瞬間、点滴スタンド
がMR装置に吸着した。（他４件）

No.11 2件
誤った患者への輸血
～輸血用血液製剤を接続する際に、患者と使用すべき薬剤の照合
を最終的に行わなかった事例～

患者Ａに輸血用血液製剤を投与することになった。本来、輸血時は、指示オーダー、施行者、患者
のネームバンドの３点を認証する運用となっていたが、患者Ａにはネームバンドが付いていなかっ
た。そのため、看護師Ｂはネームバンドの替わりに診察券のバーコードを用いて、患者Ａから離れ
た場所で認証した。その後、患者Ａの輸血を投与する際に、誤って隣のベッドの患者Ｃに輸血を開
始した。投与開始直後、看護師Ｄが間違いに気付いた。（他１件）

No.10 5件
MRI検査室への磁性体（金属製品など）
の持ち込み
～ＭＲＩ検査室内への磁性体（金属製品など）の持ち込みに伴う事例～

看護師Ａは、患者Ｂのヘパリンロック液を使用後、患者名、日付等を記入し冷蔵庫のトレイに保管
した。看護師Ｃは患者Ｄのヘパリンロック液を使用後、同じトレイに保管する際、患者Bのヘパリン
ロック液残液を患者Dのものと思い込み、名前を確認せず廃棄し、患者Dのヘパリンロック液をト
レイに保管した。看護師Ａは、患者Ｂの輸液終了後、冷蔵庫のトレイに残っていたヘパリンロック液
の患者名を確認せず1ｍＬ弱注入した。その際、保管した残量と違う事に気付いた。

No.15 1件
注射器に準備された薬剤の取り違え
～手術・処置等の際、複数の注射器にそれぞれ薬剤名を表示して
準備していたにも関わらず、確認を怠ったことにより、取り違え
た事例～
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2010年に報告
された件数

No.17 2件湯たんぽ使用時の熱傷
～湯たんぽを使用した際、熱傷をきたした事例～

看護師は、カバーに入れバスタオルを巻いた湯たんぽを準備し、患者の下肢を温めた。夜間、患者が
下肢の痛みを訴え、看護師が確認すると約２ｃｍの水疱が形成されていた。（他１件）

No.19 2件未滅菌の医療材料の使用
～誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した事例～

看護師Ａは、滅菌済の専用台車を滅菌前のものと思い、滅菌後に色が変色するシールを貼付した
未滅菌のコンテナを搭載した。その後、看護師Bは滅菌済の専用台車を清潔区域に運び入れ、シ
ールの色の変化の確認を行わず、コンテナを収納した。手術前日、委託職員が物品の準備を行っ
た際も、シールの確認をしなかった。手術当日、器械出し看護師Ｃは、手術室内に準備してあった
コンテナのシールの色を確認せず開封した。看護師Ｄは、コンテナ内にあった定数表を手術室の
壁に貼付したが、その際にもシールを確認しなかった。手術開始1時間後、外回り看護師Ｅは、定
数表の用紙が滅菌済の状態に変化していないことに気付き、定数表の裏に貼付されていたシー
ルの色を確認したところ、コンテナが滅菌されていないことが判明した。（他１件）

2006年から2009年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.55　2011年6月

患者は、化学療法目的で入院中、白血球減少症治療薬を注射していた。白血球の増加がみられた
ため、医師は中止の指示を出したが、処方箋の中止処理を行わなかった。看護師は、前日の白血
球の増加は確認していたがオーダーは確認せず、処方箋と薬剤が存在していたため、「注射があ
る」と思い込み実施した。実施サインを入力する際に、中止であることに気付いた。（他４件）

No.20 5件
伝達されなかった指示変更
～関連する部署に指示変更が伝わらなかったため、変更前の指示
が実施された事例～

No.22 1件化学療法の治療計画の処方間違い
～化学療法の際、治療計画を間違えて投与した事例～

放射線治療を行っていた食道癌の患者に対し、化学療法のハンドブックのプロトコルを参考に、主
治医が化学療法の注射薬の処方を行った。１、２週連続で投与するプロトコルの予定であったが、１
週と５週で行うプロトコルの用量を参照し、２週間連続して投与した。他科の医師から薬剤量が多
いと指摘を受け、間違いに気付いた。

朝の採血でカリウムが高値であったため、グルコース・インスリン療法を予定した。医師は、ヒュー
マリンRをオーダーする際に単位を確認せず、「8単位」にするところを誤って「8mL」とした。担
当看護師は、インスリンは初めて使用する薬剤であり、投与量について知識がないまま準備、投
与した。その後、低血糖を認め、オーダー間違いに気付いた。（他３件）

No.23 4件
処方入力の際の単位間違い
～処方入力の際、薬剤の単位を間違えたことにより過量投与した
事例～

No.　55

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他



58

看護師は、ペンタジンを1／2Ａを準備した後、「ドルミカム２ｍＬと生理食塩水８ｍＬで１０ｍＬにし
て下さい」と指示を受け準備を行った。その後、医師から「ペンタジン1／2Ａ静注」と指示があり、
看護師は復唱して実施した。次に、医師が「ドルミカム２ｍＬ」と指示した際、看護師は指示を聞き
漏らしたが、復唱せずにドルミカムを注射した。医師が「何ｍＬ入れているのか」と質問した時に
は、既に８ｍＬ注入していた。（他５件）

医師は、オーダリングシステムでテグレトールを25ｍｇ／日で処方するところ、250ｍｇ／日と入
力した。薬剤師は薬剤鑑査時、処方量が多いと認識していたが、専門医であれば使用する量と判
断し医師に問い合わせず調剤した。次の受診時、テグレトール（ＣＢＺ）の血中濃度が高値であった
が、医師は過量に気付かず、次回の処方を半分量の125ｍｇとして処方した。処方変更後も患者
の眠気が続いている為、医師がオーダーを見直したところ10倍量のテグレトールを投与してい
たことに気付いた。（他１件）

番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2010年に報告
された件数

No.24 1件人工呼吸器の回路接続間違い
～人工呼吸器の回路接続を間違えた事例～

手術室から気管挿管し帰室した患者に、医師はMEが組み立てた人工呼吸器を装着した。翌日、加
湿器の蒸留水は減少していたが、回路内に水滴が付着していなかった。回路を点検したところ、回
路の吸気と呼気が反対に組み立てられていることに気付いた。

2006年から2009年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.55　2011年6月

No.27 6件
口頭指示による薬剤量間違い
～口頭指示の際、薬剤の単位や量、希釈の条件を明確に伝えなか
ったため、薬剤量を間違えた事例～

No.29 2件小児への薬剤10倍量間違い
～小児に対する処方の際、薬剤量を10倍間違え、過量投与した事例～

No.30 9件
アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与
～診療録の決められた場所に薬物アレルギー情報の記載がなかっ
たため、禁忌薬剤を投与した事例～

患者は、頭痛に対し鎮痛剤を希望した。看護師は、当直医に報告し、カルテを確認しながら病名等
を伝えた。この際、禁忌薬剤欄に記載はなく、カルテの枠外に「ＡＩＡ」（アスピリン喘息）と記載され
赤丸表記してあったが伝えなかった。当直医は、常備薬のロキソニンの服用を指示し、看護師は
与薬した。（他８件）
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2010年に報告
された件数

ＣＶカテーテルが入らず、前日より使用していた左前腕の点滴の確認が不十分なまま、レミナロン
1000ｍｇを５％ブドウ糖250ｍｌに溶解した輸液を投与した。投与中、刺入部の変化はなかった
が、3時間後、右手に新しいライン確保ができたため、レミナロンをつなぎ変えた。翌日、左前腕部
の皮膚が黒色に変化し、その後、壊死した。添付文書によると「末梢血管から投与する場合、レミ
ナロン100ｍｇあたり50ｍＬ以上で点滴静注することが望ましい」と記載があった。（他１件）

１）の番号は、医療安全情報の提供番号を示しています。

◆上記タイトルの未掲載事例につきましては、平成22年年報に掲載いたします。

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/html/index.htm

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

No.32 1件
ウォータートラップの不完全な接続
～人工呼吸器回路のウォータートラップのカップの接続が不完全
であったため、患者の呼吸状態が一時悪化した事例～

患者に使用していたサーボ900Ｅのウォータートラップの貯留水を廃棄し再接続した後、ウォー
タートラップを下方に引いて接続を確認した。1時間後、心電図モニターのアラームで訪室した。
患者にチアノーゼを認め、人工呼吸器の分時換気量が「0」を示していた。他の人工呼吸器に交換
したところ、患者の状態は改善した。最初に使用していた呼吸器の吸気側のウォータートラップは
外観に問題は無いように見えたが、触ると接続が不完全な状態であった。

No.33 2件
ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出
～ガベキサートメシル酸塩を投与する際、添付文書の「用法・用量
に関する使用上の注意」に記載されている濃度を超えて使用し、
輸液が血管外へ漏出した事例～

No.　55

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.56　2011年7月

医療事故情報収集等事業

ＭＲＩ検査の際に、患者の皮膚と皮膚が接触していたため体の一部に高周波電流の
ループが生じ、熱傷に至った事例が５件報告されています（集計期間：２００７年１月１日～
２０１１年5月31日、第２２回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ９５）に一部を掲載）。

ＭＲＩ検査時の
高周波電流のループによる熱傷

ＭＲＩ検査の際、皮膚と皮膚が接触すると高周波
電流のループが発生し、熱傷を生じる可能性が
あります。

◆高周波電流のループによる熱傷とは：
高周波磁場が発生する領域で、患者の皮膚どうしが接触することにより、人体の一部で高
周波電流のループが形成されると誘導起電力が生じ、誘導電流が流れます。これにより、
温度が上昇するために生じる熱傷です。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

熱傷部位

報告件数

両踵部

2件

両下腿内側部

１件

両大腿内側部

１件

右臀部と右前腕部

１件

高周波磁場の発
生領域（実線）

と
高周波電流の
ループ（点線）
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公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

ＭＲＩ検査時の高周波電流のループによる熱傷
事 例 1

事 例 2
両膝のＭＲＩ検査を行うために、両膝にボディコイルを巻いた。その際、患者の足にタオルを
掛けたため、素足の踵部が接触していることに気付かなかった。検査終了後に患者から
「熱かった」と訴えがあり確認すると、踵部にループ状の電流による熱傷が発生していた。

・この情報を医療機関内で周知しましょう。
・ＭＲＩ検査時、手足が身体の他の皮膚に接触すると熱傷の可
能性があるので、接触しないようにする必要があることを患
者さんに伝えてください。

総合評価部会の意見

・MRI検査時は、タオル等の緩衝物により、皮膚と皮膚が接触しない
体位にする。
・検査中、患者に何らかの症状があった場合、検査を中断し、確認する。

事例が発生した医療機関の取り組み

骨盤部のＭＲＩ造影検査中、患者から「両下腿が熱い」と訴えがあった。ＭＲＩによる加熱を疑
い皮膚を確認したが、インプラント、皮膚面の異物や刺青などはなく、皮膚反応も見られなか
ったため、検査を続行した。検査終了後、患者から「検査中にまた下肢が熱くなった」と言わ
れ確認すると、両側下腿内側に１×２ｃｍの紅斑と水疱を認めた。患者は腓腹筋が発達してお
り、検査台に臥床した際に両側下腿内側が接触し、ループ状の電流による熱傷が生じたと考
えられた。

No.　56

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.57　2011年8月

医療事故情報収集等事業

患者が薬剤を内服する際に、誤ってＰＴＰシートから出さずに薬剤を服用した事例が
14件報告されています（集計期間：２００７年１月１日～２０１１年6月30日、第２３回
報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１００）に一部を掲載）。

ＰＴＰシートの誤飲

薬剤を内服する際に、ＰＴＰシートから出す
ことなく服用した事例が報告されています。

◆ＰＴＰ（Ｐｒｅｓｓ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｐａｃｋａｇｅ）シートとは、薬剤をプラスチックやアルミ等で貼り
合わせて包装したものです。

◆報告されている事例14件のうち6件は、直前の患者の状態について「精神障害」、「意識
障害」または「認知症・健忘」を選択しています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

事例１のイメージ 事例2のイメージ
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〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

ＰＴＰシートの誤飲
事 例 1

入院中の患者は、アルファロール１錠のみ、PTPシートから出していないことをうっかり忘
れ、そのまま内服した。内視鏡にて食道上部の薬を取り出した。

事 例 2
看護師は、内服薬を患者のもとに持参し、一包化された袋の中味と、PTPシートに入った
ハルナールとアリセプトを薬杯の中に入れた。患者はPTPシートに入ったままの薬剤を一緒に
飲みこんだ。その後、胃内視鏡を行った。

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

・配薬の際、ＰＴＰシートに入ったままの薬剤や一包化された
薬剤など、違う形態のものを一緒に渡さない。
・一錠ずつ切り離したＰＴＰシートは、誤飲の危険性がある
ことを患者さんに伝えてください。

総合評価部会の意見

ＰＴＰ包装シートの誤飲防止対策について、厚生労働省より通知が出されています。
○ 医政総発0915第2号　薬食総発0915第5号　薬食安発0915第1号　平成22年9月15日付
○ 薬食安発0915第3号　平成22年9月15日付

・必要がなければ、ＰＴＰシートは１錠ずつ切り離さない。
・患者の理解力に合わせて、可能な限り一包化する。
・患者にＰＴＰシートの誤飲防止の説明を行う。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　57

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.58　2011年9月

医療事故情報収集等事業

皮下用ポートが埋め込まれている患者において、カテーテルの断裂が起きた事例が
24件報告されています（集計期間：２００７年１月１日～２０１１年7月31日、第２１回
報告書「個別のテーマの検討状況」（P１０１）に一部を掲載）。

皮下用ポート及びカテーテルの断裂

皮下用ポート及びカテーテルの断裂の兆候と
して、注入開始時のポートの閉塞や疼痛、注入
中の滴下不良、点滴漏れ、腫脹等が報告されて
います。

4

4
注入開始時

注入中

その他

2

3

6

4

2

3

2

◆報告された事例には、一つの事例に複数の兆候が報告された事例や、兆候が不明であった
事例があります。

カテーテルが断裂した事例の兆候時期 件数
ポートの閉塞（血液の逆流が確認できない等）

疼痛（ポート部、刺入部等）

点滴漏れ（刺入部）

その他（違和感等）

点滴漏れ（皮下、ポート部、鎖骨周囲等）

滴下不良

腫脹（ポート部等）

その他（発赤等）

疼痛（右鎖骨下、胸部、フラッシュ時の右胸部痛等）

疼痛（右鎖骨下、右肩）

7

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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No.58　2011年9月

事 例
化学療法のため、埋め込み型中心静脈カテーテル（ＣＶポート）から、輸液ポンプを使用して薬剤
を投与した。約２時間経過後、ＣＶポートの周囲が腫脹して薬液が皮下に漏出していることに
気付いた。胸部Ｘ線を撮ったところ、ＣＶポートのカテーテルの断裂を確認し、放射線科にて、
心房内の断裂したカテーテルを血管造影下で除去した。

事例が発生した医療機関の取り組み

・皮下用ポートを埋め込む際の説明時に、患者にカテーテル
の断裂の可能性およびその兆候を説明する。
・滴下不良、点滴漏れ、閉塞、疼痛等の兆候がある場合は、
カテーテルの断裂の可能性を考慮する。

皮下用ポート及びカテーテルの断裂

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

○薬食安発０５２５第１号 薬食機発０５２５第１号 平成２３年５月２５日付

皮下用ポート及びカテーテルに係る添付文書の改訂指示等について、
厚生労働省より通知が出されています。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

No.　58

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.59　2011年10月

医療事故情報収集等事業

電気メス等の使用の際に、電気メスペンシルを収納ケースに収納していなかった
ことにより、熱傷をきたした事例が9件報告されています（集計期間：2007年１月
１日～2011年8月31日、第１４回報告書「共有すべき医療事故情報」（P１２７）に
一部を掲載）。

電気メスペンシルの
誤った取り扱いによる熱傷

電気メスペンシルを収納ケースに収納して
いなかったことにより、熱傷をきたした事例
が9件報告されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

事例１のイメージ

足 側 頭 側

スイッチ

電気メスペンシル
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No.59　2011年10月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷

事 例 2
医師は、使用していない電気メスペンシルを片方の手で持ち、かつ、先端を患者側に向けて
いた。腹腔内の操作中、筋膜を切開している最中に誤って電気メスのスイッチを押したため
通電し、右側腹部の皮膚を損傷した。

事 例 1
医師は、Ｓ字状結腸の腸管処理を行った際、止血のため電気メスを使用した。手術体位が
砕石位のため、物品を置くスペースが狭かったが、電気メスペンシルを収納ケースに収納
していなかった。開創器のすぐ近くに電気メスペンシルを置いていたところ、開創器の端が
電気メスペンシルの手元スイッチ部にあたり通電した。電気メスの作動音に気づき状況を
確認すると、覆布に穴が開き大腿部に熱傷が生じていた。

・術野周囲の環境を整え、電気メスペンシルを術野や手術台
の上に置かない。
・使用しない電気メスペンシルは、収納ケースに収納する。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　59

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.60　2011年11月

医療事故情報収集等事業

予防接種ワクチンを接種した際に、有効期間が過ぎたワクチンを使用した事例が
５件報告されています（集計期間：２００７年１月１日～２０１１年9月30日、第２３回
報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１０６）に一部を掲載）。

有効期間が過ぎた
予防接種ワクチンの接種

有効期間が過ぎた予防接種ワクチンを接種
した事例が報告されています。

1

1

3

予防接種ワクチン 件数

インフルエンザＨＡワクチン

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

公益財団法人 日本医療機能評価機構
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No.60　2011年11月

事 例

薬剤部が、インフルエンザワクチンを業者に返品するため、払い出した部署
の在庫品の製造番号を業者に連絡したところ、有効期間が過ぎた製造番号
のワクチンが確認された。薬剤部にて、インフルエンザワクチンを払い出した
部署及び当院で接種した患者を抽出し、使用したワクチンの製造番号を確認
した。その結果、７名の患者に有効期間が過ぎたワクチンを接種したことが
わかった。

有効期間が過ぎた予防接種ワクチンの接種

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

・薬剤部にて、ワクチンを管理する台帳等を設け、
入出庫の管理を行う。
・予防接種ワクチンの接種時は、院内の予防接種
マニュアルを遵守し、有効期間の確認を行う。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　60

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.61　2011年12月

医療事故情報収集等事業

医療用医薬品の添付文書上、併用禁忌（併用しないこと）として記載のある薬剤を併用
した事例が２件報告されています（集計期間：２００７年１月１日～２０１１年10月31日、
第１６回報告書「共有すべき医療事故情報」（Ｐ１３３）に一部を掲載）。

併用禁忌の薬剤の投与

医療用医薬品の添付文書上、併用禁忌（併用
しないこと）として記載のある薬剤を併用した
事例が報告されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

投与していた薬剤

薬剤名不明
（バルプロ酸ナトリウム）

ハルシオン錠
（トリアゾラム）

ロナセン錠
（ブロナンセリン）

メロペン点滴用バイアル
（メロペネム水和物）

イトリゾールカプセル
（イトラコナゾール）

併用した薬剤
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No.61　2011年12月

事 例 1
抗てんかん薬（バルプロ酸ナトリウム）を服用中の患児に肺炎治療の目的で、メロペンを４日間
点滴治療した。病状が軽快し退院したが、翌日強い不穏症状が現れ他院で診察を受けた。
◆メロペン（カルバペネム系抗生物質製剤）の添付文書の『3．相互作用』に併用禁忌として、バルプロ酸
ナトリウム（デパケン、バレリン、ハイセレニン等）とメロペンとの併用により、バルプロ酸の血中濃度が低下
し、てんかんの発作が再発することがある、ことが記載されています。

事 例 2
手爪白癬に対して、イトリゾールカプセルを処方する際、近医から処方されている患者の内服
薬を確認した。患者の内服薬の中から併用注意の薬剤については併用しないように伝えたが、
併用禁忌の薬剤であるハルシオン、ロナセンには気付かなかった。１週間後、患者はふらつきや
眠気が起こり、足がもつれて転倒した。
◆イトリゾール（経口抗真菌剤）の添付文書の『3．相互作用』に併用禁忌として、「トリアゾラム（ハルシオン）」
や「ブロナンセリン（ロナセン）」とイトリゾールの併用により、CYP3A4に対する阻害作用によってトリアゾラム
やブロナンセリンなどの代謝を阻害し、これらの薬剤の血中濃度上昇や作用増強のおそれがある、ことが
記載されています。

併用禁忌の薬剤の投与

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

・併用禁忌の薬剤について院内で注意喚起を行う。
・新しく処方された薬剤を投与する際、すでに投与している薬剤
との併用について確認する。
・併用禁忌の薬剤について、薬剤師がチェックできる体制にする。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　61

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.62　2012年1月

医療事故情報収集等事業

患者の体内に植込まれた医療機器の確認が不十分なまま、ＭＲＩ検査を実施した事例
が７件報告されています（集計期間：２００８年１月１日～２０１1年11月30日、第９回
報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載）。

患者の体内に植込まれた医療機器の確認が
不十分なまま、ＭＲＩ検査を実施した事例が報告
されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

４

１

１

患者の体内に植込まれていた医療機器 件数

ペースメーカ

植込み型除細動器

人工内耳

１圧可変式の脳室シャントバルブ

◆患者の体内に植込まれた医療機器には、脳動脈瘤手術用クリップや体内固定用プレート
なども含みます。

患者の体内に植込まれた
医療機器の不十分な確認
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No.62　2012年1月

事 例 1
ペースメーカ挿入後の患者が、下肢筋力低下のため、整形外科を受診した。医師は、腰部ＭＲＩを
オーダーした際、ペースメーカの有無の確認を怠った。放射線技師は、検査前に家族の立会いの
もと財布などの金属類の持参はないか確認し、検査を開始した。検査中、家族より「患者はペース
メーカ植込み術をしている」と言われ、直ちに検査を中止した。

事 例 2
聴力障害のある患者にMRI検査を行う際、MRIオーダー上は金属の項目が「なし」になっていた
が、病棟看護師からＭＲＩ室担当看護師に「補聴器を使用」との申し送りがあった。その後、右耳の
補聴器をはずして入室し、ガントリーの中に入ったところ、患者より「頭が痛い。人工内耳が…」と
訴えがあったため、直ちにMRI検査を中止した。確認すると、患者は左耳に人工内耳の植込みを
していたが、検査を依頼した外科医師には伝わっていなかった。

患者の体内に植込まれた医療機器の不十分な確認

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

・ＭＲＩ検査前のチェックリストに、患者の体内に植込まれた医療
機器に関する項目を追加する。
・患者の体内に植込まれた医療機器の情報収集をする際、必ず
患者または家族から問診を行う。
・患者の体内に植込まれた医療機器の情報は、植込み術を実施
した診療科の主治医がカルテに記載するなど、各科で情報を
共有できるようにする。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　62

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.63　2012年2月

No.63　2012年2月

医療事故情報収集等事業

画像検査を行った際、画像診断報告書が報告されているにもかかわらず、内容を確認
しなかったため、想定していなかった診断に気付かず、治療の遅れを生じた可能性の
ある事例が３件報告されています。（集計期間：２００８年１月１日～２０１１年12月
31日、第２６回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１３１）に一部を掲載）。

画像診断報告書の確認不足

画像検査を行った際、画像診断報告書を確認
しなかったため、想定していなかった診断に
気付かず、治療の遅れを生じた可能性のある
事例が報告されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

画像検査の目的

カテーテル・アブレーション目的の精査

人工血管置換術後のフォローアップ

内腸骨動脈瘤のフォローアップ

肺腺癌の疑い

原発性肺腫瘍の疑い

肺癌の疑い

確認されなかった内容

◆報告されている３件の事例は、CT検査の画像診断報告書を確認しなかった事例です。
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医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.63　2012年2月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

画像診断報告書の確認不足
事 例

弓部大動脈瘤人工血管置換術後の患者。外来担当医はCT検査を行い、その当日に画像を
見て大血管に吻合部大動脈瘤がないことを確認し、異常なしと判断した。その後、画像診断
報告書に、「原発性肺腫瘍が疑われる」とコメントされていたが、外来担当医は所見に気付か
なかった。約1年後、咳と胸水貯留を認めたため、精査したところ、原発性肺癌と診断された。

総合評価部会の意見

・入院（特に退院直前）、外来を問わず、画像診断
報告書が確認できる仕組みを医療機関内で構築
する。

事例が発生した医療機関の取り組み

・主治医は、放射線科専門医の画像診断報告書を
確認後、患者に画像検査の結果を説明する。
・放射線科専門医は、読影で検査の主目的以外の
重大な所見を発見した場合、依頼した医師に注意
喚起する。

No.　63

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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2011年に提供した
医療安全情報

２０１１年１月～１２月に医療安全情報No.５０～No.６１を毎月1回提供いたしました。
今一度ご確認ください。

ルトイタ号番

No.５０

No.５１

No.５２

No.５３

No.５４

No.５５

No.５６

No.５７

No.５８

No.５９

No.６０

No.６１

★手術部位の左右の取り違え（第２報）

★ワルファリンカリウムの内服状況や凝固機能の把握不足

　２０１０年に提供した医療安全情報

　病理診断時の検体取り違え

★体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去

　２００６年から２００９年に提供した医療安全情報

　ＭＲＩ検査時の高周波電流のループによる熱傷

★ＰＴＰシートの誤飲

★皮下用ポート及びカテーテルの断裂

★電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷

　有効期間が過ぎた予防接種ワクチンの接種

　併用禁忌の薬剤の投与

★のタイトルについては、提供後、２０１１年１２月３１日までに類似事例が発生しています。

No.64　2012年3月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.64　2012年3月
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2011年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.64　2012年3月

脳挫傷後、ＣＴの結果、右前頭部に急性硬膜下血腫を伴う脳ヘルニアと診断し、
緊急手術となった。術者は単独で左前頭部にマーキングを行ってから消毒を
始め、タイムアウトを行わないまま手術を開始した。手術後、瞳孔を確認したところ
右が大きく、手術の左右間違いに気付いた。

No.50 手術部位の左右の取り違え（第２報）

人工呼吸器装着中の患者の体位を左側臥位にすることになった。人工呼吸器は
患者の右側にあった。患者の左側にいた看護師Ａは蛇管と患者の頭部を持ち、
看護師Ｂは肩と腰を持った。そして、右側にいた看護師Ｃが背部を押して患者を
左側臥位にした。その際、気管切開チューブの保持が不十分であったため気管
切開チューブが抜けた。

No.54 体位変換時の気管・気管切開チューブの
偶発的な抜去

看護師は、内服薬をPTPシートのまま１錠ずつ切り離した状態でカップに入れ、
オーバーテーブルに置いて退室した。その後、患者から「薬を取り出さないまま
飲んだ。喉がちくちく痛い」との訴えがあった。空袋を確認するとロキソニン1錠
の空のPTPシートがなく、口腔内や咽頭、喉頭にも見当たらなかった。当直医が
診察後、緊急内視鏡にて、食道入口部にPTPシートに入ったロキソニンを確認し、
摘出した。

No.57 PTPシートの誤飲

◆他の類似事例につきましては、平成２３年年報に掲載いたします。

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

◆以下の類似事例が発生しています。

No.　64

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他



78

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.65　2012年4月

No.65　2012年4月

医療事故情報収集等事業

救急カートに配置された薬剤を取り出す際に、別の薬剤と取り違えた事例が３件
報告されています（集計期間：２００８年１月１日～２０１2年2月29日、第２２回報告書
「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１０１）に一部を掲載）。

救急カートに配置された
薬剤の取り違え

救急カートに配置された薬剤に、それぞれ薬剤
名のラベルを表示していたにもかかわらず、
別の薬剤を取り出した事例が報告されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

ワソラン

ジゴシン

表示をはさんで配置が
隣り合っていた

薬剤の表示を見てジゴシンを
セルシンと思い込んだ

硫酸アトロピン

取り違えた状況取り違えた薬剤投与すべき薬剤

硫酸アトロピン

セルシン

ボスミン
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医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.65　2012年4月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

救急カートに配置された薬剤の取り違え
事 例 1

気管支鏡検査の際、看護師は止血目的でボスミン生食を準備するため、救急
カートからボスミンを取り出した。その際、救急カートの薬剤の仕切りの
ボスミンというシールを見たが、急いでいたためアンプルの薬剤名の確認
はしなかった。
検査後、救急カートの確認を行ったところ、ボスミンと硫酸アトロピンの本数が
合わないことに気付き、ボスミンと表示をはさんで配置が隣り合っていた硫酸
アトロピンを使用したことが分かった。

事 例 2
患者が痙攣を起こしたため、医師は、看護師に「セルシン」と口頭で指示
した。看護師は救急カートの表示を見て、ジゴシンをセルシンと思い込み、
準備した。医師は用意された薬剤を確認せず注射した。

事例が発生した医療機関の取り組み
・救急カート内の薬剤名が識別しやすいように医療機関
で工夫し、その方法を院内で標準化する。
・救急カートから薬剤を取り出す際や注射器に準備する
際に、薬剤名を確認する。

No.　65

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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インスリン含量の誤認（第２報）
インスリン含量の誤認を医療安全情報Ｎｏ．１（２００６年１２月）で情報提供いたしま
した。その後、再び類似の事例が８件報告されていますので、再度、情報提供いた
します。（集計期間：２００６年１０月1日～２０１２年３月３１日）。

◆報告されている８件の事例のうち３件は、経験年数１年未満の医師や看護師に
よるものです。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.66　2012年5月

No.66　2012年5月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

インスリンの単位を誤認し、過量投与に伴い
低血糖をきたした事例が再び報告されています。
インスリンは１００単位／ｍＬに濃度が統一され
ており、「１バイアル１０００単位（１０ｍＬ）」です。

1バイアル中 1000単位

○○○○○社

インスリン100

100単位/mL 1000単位　10mL
○○○○○社

インスリン
100単位/mL

「インスリン製剤販売名命名の取扱いについて」の通知に伴い、
販売名が変更されています。（イメージ）

バイアル製剤は
販売名に
100単位/mL
と表示すること
になりました。

医療安全情報No.1のバイアル製剤 販売名が変更されたバイアル製剤
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事例が発生した医療機関の取り組み

インスリンの濃度は１００単位／ｍＬで、
１バイアル１０００単位（10mL）
であることを周知徹底する。

インスリン含量の誤認（第２報）

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.66　2012年5月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

○薬食審査発第0331001号 薬食安発第0331001号 平成20年3月31日付
http://www.info.pmda.go.jp/iryoujiko/file/20080331.pdf#search=

インスリン製剤販売名命名の取扱いについて、
厚生労働省より通知が出されています。

看護師Ａ（１年目）は、持続インスリン投与をしていた患者のノボリンＲの
調製を初めて行った。指示簿には、『ノボリンＲ注１００単位／ｍL（１０ｍL）
４０単位＋生食４０ｍＬ』と書かれていた。看護師は、指示簿を見て、ノボリンR注
は１０ｍＬが１００単位だと誤認し、４０単位の指示に対して４ｍＬ（４００単位）を
生食と調製し、総量４０ｍLにした。４時間後、患者は声をかけても覚醒せず、
低血糖（ＢＳ１７ｍｇ／ｄＬ）になっていた。

事 例

No.　66

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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2006年から2010年に
提供した医療安全情報

2011年にも類似事例が発生しています
番号

1）

タイトル ～内容～

【事例】

2011年に報告
された件数

No.1 3件
インスリン含量の誤認
～バイアルの「１００単位／ｍL」という表示を誤認し、過量投与に
より低血糖をきたした事例～

看護師Ａ（１年目）は、持続インスリン投与をしていた患者のノボリンＲの調製を初めて行った。
指示簿には、『ノボリンＲ注１００単位／ｍL（１０ｍL） ４０単位＋生食４０ｍＬ』と書かれていた。
看護師は、指示簿を見て、ノボリンR注１０ｍＬが１００単位だと誤認し、４０単位の指示に対して
４ｍＬ（４００単位）を生食と調製し、総量４０ｍLにした。４時間後、患者は声をかけても覚醒せず、
低血糖（１７ｍｇ／ｄＬ）になっており、ＩＣＵへ入室した。（他２件）

No.4 6件薬剤の取り違え
～薬剤の名称が類似していることにより取り違えた事例～

医師は、外来で新たにアルマール錠（不整脈用剤）を処方する際に、カルテには「処方：アルマー
ル」と記載したが、処方画面にカタカナで「アマリール」と入力し、アマリール錠（糖尿病用剤）を処
方した。約２ヵ月後、再診日に患者より内服によるめまい症状の訴えがあり、処方を確認したとこ
ろアマリール錠を処方していたことが分かった。（他５件）

No.67　2012年6月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.67　2012年6月

No.5 4件
入浴介助時の熱傷
～入浴介助の際、湯の温度を直前に確認しなかったことにより
熱傷をきたした事例～

看護師と看護助手は患者の特殊浴を実施した。患者の身体を洗い、患者を湯につける際に、湯の
温度を確認しなかった。患者の背部と両下肢が水面に入った際に、湯をかけようとして浴槽に手
を入れ湯が熱いことに気付いた。すぐに患者を湯から引き上げたが、患者の皮膚の状態を確認す
ると体側部・下肢全体に発赤・軽度熱感があった。（他３件）
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2011年に報告
された件数

2006年から2010年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.67　2012年6月

No.7 9件
小児の輸液の血管外漏出
～薬剤添付文書上、輸液の血管外漏出に関する危険性の言及の
有無にかかわらず、小児に対する点滴実施の際、輸液の血管外
漏出により、治療を要した事例～

バンコマイシン２７０ｍｇを生理食塩水２５ｍＬに溶解し、末梢ラインより１時間かけて投与した。投与
開始２０分後、照明をつけないまま刺入部を確認したが、刺入部が固定のテープで大半が覆われて
おり、確認が十分できなかった。投与終了時、刺入部に腫脹と皮膚の変色を認めた。（他８件）

右上顎洞腫瘍疑いのため試験開洞を行う際、手術室の入口で名前、ネームバンド、手術部位（右上
顎洞）を確認した。その後、タイムアウトを施行し、左側に局所麻酔を施行後、手術を開始した。手術
室内にいた全員が左側を操作していることに気づかず、患者からも操作部位の左右の違いについ
て訴えはなかった。手術を終了し、術後タイムアウトの記載時に左右を取り違えて手術を施行した
ことに気付いた。（他３件全て、医療安全情報Ｎｏ．５０（２０１１年１月 ： 第２報）提供後の事例です。）

医師は、処方箋に有効成分の量を意図して「ブルフェン顆粒４５０ｍｇ／日 ３回×１４日分」と記載
した。通常、総量と有効成分の量の両方を入力する取り決めであったが、総量は記載していなかっ
た。薬剤師は、ブルフェン顆粒２０％の有効成分が１ｇ中２００ｍｇであることを認識せず、処方箋に
基づき総量として調剤した。約１ヶ月後、患者の母親から、「薬の量がいつもより少ない」との訴えが
あり、薬剤部で調べたところ、秤量間違いが発覚した。（他３件）

入院中の患者のMRIを行うことになった。MRI室に入室後、患者が嘔吐したため、主治医はMRI室で
も使用可能なモニタを救急外来に借りに行った。救急外来の看護師は、検査室の前室で使用すると
思い、磁性体のモニタを貸し出した。主治医は非磁性体だと思っていたため、そのまま検査室に持ち
込んだところ、モニタがMRIのガントリーに吸着した。（他５件）

No.8 4件手術部位の左右の取り違え
～手術部位の左右を取り違えた事例～

No.9 4件製剤の総量と有効成分の量の間違い
～製剤の総量と有効成分の量との誤認による事例～

No.10 6件MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み
～ＭＲＩ検査室内への磁性体（金属製品など）の持ち込みによる事例～

No.11 3件
誤った患者への輸血
～輸血用血液製剤を接続する際に、患者と使用すべき薬剤の照合
を最終的に行わなかった事例～

看護師は、輸血用冷蔵庫から輸血バッグを取り出し、輸血伝票を持って患者A（O型）の傍でロット
番号のみの読み合わせによるダブルチェックを行った。しかし、輸血バッグならびに輸血伝票は
患者B（A型）のものであった。看護師は輸血認証をする際、院内で定めているバーコードによる
認証を行わず手入力で行い、患者Aに輸血をつないだ。約1時間、患者が冷感を訴え、輸血伝票を
確認したところ、患者間違いに気付いた。（他２件）

No.　67

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2011年に報告
された件数

No.13 1件輸液ポンプ等の流量の確認忘れ
～輸液ポンプ等を使用した際に、流量の確認を忘れた事例～

術後、鎮静の目的でプロポフォールをシリンジポンプで持続投与していた。血圧が低下したため、
プロポフォールを２５ｍL／ｈから２０ｍL／ｈに減量した。看護師Ａは薬液の交換頻度を考え、
プロポフォールの投与をシリンジポンプから輸液ポンプに変更した。その後、アラームに気付いた
看護師Ｂが輸液ポンプを見たところ、血圧がさらに低下し、輸液ポンプの輸液スピードが１３０ｍＬ／ｈ
になっていることに気付いた。交換時や設定変更時などは、ポンプ設定をダブルチェックすること
になっていたが、実施していなかった。

2006年から2010年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.67　2012年6月

患者には、ペンローズドレーン２本と縦隔ドレーンが右側頚部から挿入されガーゼで覆われていた。
縦隔ドレーンには胃食道滅菌済チューブを代用し、排液ボトルに接続していた。また、胃管として
経腸栄養用チューブが左鼻から胃に挿入され、排液ボトルに接続していた。看護師は経腸栄養を
開始する際、胃管だと思った胃食道滅菌済チューブに経腸栄養剤を接続し、投与を開始した。３時間
後、看護師はガーゼの汚染を発見し、確認したところガーゼから経腸栄養剤のにおいがした。報告を
受けた医師が、経腸栄養剤が縦隔ドレーンに接続されているのを発見した。（他４件）

No.15 3件
注射器に準備された薬剤の取り違え
～手術・処置等の際、複数の注射器にそれぞれ薬剤名を表示して
準備していたにも関わらず、確認を怠ったことにより、取り違え
た事例～

ベッドサイドのワゴンの上にトレイに入った患者Ａのタケプロンのシリンジと、もう１つ別のトレイ
に入った患者Ｂの持続静脈注射用の塩化カリウム溶液のシリンジが並べて置いてあった。タケプ
ロンは、シリンジ本体の面積が狭く、薬剤名等を記載できない場合に使用する「注射薬の確認用
紙」にベッド番号・患者A氏名・薬剤名（内容）・投与方法が記載され、トレイの中に用紙と一緒にセッ
トしていた。塩化カリウム溶液のシリンジは注射器本体にベッド番号・患者B氏名・薬剤名（内容）・
投与時間を記載していた。研修医は、その両者を患者Ａに静注した。（他２件）

No.14 5件
間違ったカテーテル・ドレーンへの接続
～複数のカテーテル・ドレーンが留置されている患者に、輸液等を間
違って接続した事例～

入院１０日目の夕方、家族が湯たんぽを持参し、患者の足もとに置いて帰った。翌朝、患者から訴え
があり、看護師が確認したところ、左足底近くに低温熱傷と思われる水疱（３×４ｃｍ）、発赤（５×８．５
ｃｍ）と右第１・２趾の発赤を確認した。

No.17 1件湯たんぽ使用時の熱傷
～湯たんぽを使用した際、熱傷をきたした事例～
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2011年に報告
された件数

No.19 3件未滅菌の医療材料の使用
～誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した事例～

手術室で使用した器材は一時洗浄後、滅菌期限と器材名を記載しシーラー包装をし、まとめて専用
の未滅菌用のケースに入れ搬送する。その後、ガス滅菌され、既滅菌専用ケースに入れ、手術室に
届けられる。形状が同じ未滅菌用ケースと既滅菌用ケースを使用していたため、一時洗浄だけの未
滅菌の手術器材が紛れ込み、未滅菌の手術器材を眼科の手術で使用した。（他２件）

No.20 4件
伝達されなかった指示変更
～関連する部署に指示変更が伝わらなかったため、変更前の指示
が実施された事例～

医師は、１４時に点滴を中止したが、看護師に伝えず中止入力のみ行った。看護師Ａは、１１時に打
ち出していた翌日分の注射処方箋と薬局から上がってきた点滴を準備した。その後、夜勤看護師
Ｂは出されていた注射処方箋と点滴を確認し、翌日の点滴を患者にを実施した。看護師Ｃが、次の
日の点滴処方箋を出した際に、その日よりオーダーがないことに気付いた。薬局に確認すると、
「前日の１４時に点滴は中止になっています」と言われた。（他３件）

2006年から2010年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.67　2012年6月

化学療法導入目的で入院した前立腺癌の患者に対し、病棟医Ａは登録されているレジメンに従
い、エンドキサン1000mg点滴を処方し投与した。その後、退院となり、合併症確認のため外来
を予約した際、２回目以降の化学療法予定は診療録に記載しなかった。外来担当医Ｂは骨髄抑制
のない事を確認後、次回のエンドキサン投与日が不明であったため、薬剤部に登録レジメンを確
認した。薬剤師は、泌尿器科のエンドキサンのレジメン登録は「エンドキサン1000ｍｇを毎週
1回を3週投与、1週休薬」であることを伝えた。外来担当医Ｂはレジメンに従って、2回目と3回目
の投与日を化学療法予定表に記載した。1週間後、２回目の化学療法施行日に、予定通りエンド
キサン1000mgを投与した。その後、外来担当医Ｂが外来主治医Ｃに投与スケジュールを確
認したところ、登録されているレジメンが間違っており、本来のレジメンは「エンドキサン
1000mgを3週間毎に1回」の投与であることがわかった。（他１件）

No.22 2件化学療法の治療計画の処方間違い
～化学療法の際、治療計画を間違えて投与した事例～

点滴オーダーの際、本体内に投与するフラグミン静注（５ｍＬ）を「４ｍＬ」と指示入力すべきところ
「４Ｖ」と誤って入力した。そのまま注射オーダーとして発行され、約半日量投与した。点滴交換時に
間違いが判明し、直ちに投与を中止した。（他１件）

No.23 2件処方入力の際の単位間違い
～処方入力の際、薬剤の単位を間違えたことにより過量投与した事例～

No.　67

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医師は、口頭で１％プロポフォール３ｍＬ注入を指示した。看護師は、注入量の指示が聞こえなか
ったが、口頭指示を復唱するルールを守らないまま、意識レベルが鎮静するまでゆっくり１３ｍL注
入した。患者は過鎮静となり、ノルアドレナリンの増量、呼吸器の設定変更などを行った。（他３件）

スルバシリン静注用を投与していたが、発熱が続くため、ゾシン静注用に変更となった。指示は
「ゾシン４５０ｍｇ＋生食１０ｍL」だったが、注射係は４５０ｍｇを４．５ｇと思いこみ請求し、ゾシン
４．５ｇ＋生食１０ｍLで準備した。深夜看護師は、ダブルチェックをしないまま準備された通りに
溶解し、投与した。（他１件）

番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2011年に報告
された件数

No.24 1件人工呼吸器の回路接続間違い
～人工呼吸器の回路接続を間違えた事例～

回路内にたまっていた水を廃棄した後、回路を接続する際に、吸気側に装着するはずの吸入器を
呼気側に接続し、吸入を施行した。患者に変化はなかったが、吸入薬が投与されなかった。

2006年から2010年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.67　2012年6月

No.27 4件
口頭指示による薬剤量間違い
～口頭指示の際、薬剤の単位や量、希釈の条件を明確に伝えなか
ったため、薬剤量を間違えた事例～

No.29 2件小児への薬剤10倍量間違い
～小児に対する処方の際、薬剤量を10倍間違え、過量投与した事例～

No.30 5件
アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与
～診療録の決められた場所に薬物アレルギー情報の記載がなかっ
たため、禁忌薬剤を投与した事例～

急性胆管炎の患者に対し、ワイスタール静注用を投与した。１０分後、ショックを伴うアナフィラキ
シー症状を発症した。処置後、意識状態、呼吸は安定したが、経過観察のため入院とした。確認す
ると、以前も急性胆管炎にてワイスタール静注用を投与した際に、アナフィラキシーショックにな
り緊急処置を要していたが、カルテに目立つように記載していないことが分かった。（他４件）

重症感染症、大量出血後のＤＩＣおよび呼吸器障害の対策として、レミナロン１５００ｍｇ／ｄａｙの
投与することにした。中心静脈ルートはカテコラミンなどの投与中のため使用できず、また極力
輸液量を減少させるためレミナロンを０．６％に調整し、末梢ルートより単独で投与した。翌日、
ルート挿入部の発赤を認め、投与を中止、ルート抜去した。発赤部位は腫脹、発赤の増悪認め、
壊死部位のデブリードメントを行った。（他４件）

No.33 5件
ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出
～ガベキサートメシル酸塩を投与する際、添付文書の「用法・用量
に関する使用上の注意」に記載されている濃度を超えて使用し、
輸液が血管外へ漏出した事例～
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看護師は、意識がなく、自発呼吸がほとんどない人工呼吸器装着中の患者に対し、吸引を行った。
その際、院内では通常使用しないことになっている人工呼吸器の「スタンバイ」の機能を使用して
吸引を行い、吸引終了後、「スタンバイ」を解除し忘れた。看護師は、「スタンバイ」の状態では
換気が行われないことを知っていたが、吸引時の使い易さから、吸引の際に「スタンバイ」の
機能を使用していた。

化学療法目的で入院した患者は、同日に循環器内科を受診した。その際、医師は化学療法に伴い
循環器治療薬のメインテート、ラシックス、セララの減量、ワソランとワーファリンの中止の指示を
外来カルテに記入した。看護師は患者の持参薬の内容を持参薬表に記入し、そのまま患者へ与
薬した。その後、持参薬の一部がなくなるため外来カルテを確認したところ、指示を発見し誤投薬
に気付いた。（他７件）

番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2011年に報告
された件数

No.34 1件電気メスによる薬剤の引火
～電気メスの使用により薬剤に引火し、患者に熱傷をきたした事例～

医師Ａは、膀胱部分切除・結腸切除・瘻孔閉鎖術の閉創前に「ステリクロンRエタノール液０．５」
（０．５％クロルヘキシジン入り、アルコール８３％入り）で創を消毒後、周りの皮膚に薬液をふりか
けた。その後、創部に一部出血があったため医師Ｂが電気メスを使用した際、創の上に置いていた
ガーゼに引火した。すぐに生理食塩水をかけて消火し、滅菌ドレープを外したところ、創部に熱傷と
思われる表皮剥離を認めた。

2006年から2010年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.67　2012年6月

No.37 1件
「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ
～「スタンバイ」のまま患者に人工呼吸器を装着したため、換気さ
れなかった事例～

No.39 8件
持参薬の不十分な確認
～入院の際、持参薬の確認が不十分であったため、患者の治療に影響
があった事例～

No.42 2件
セントラルモニタ受信患者間違い
～一台の送信機から複数の場所に心電図を表示させたため、患者
の心電図として表示された別の患者の心電図を見て治療等を
行った事例～

モニタ装着を要する患者Aが入院した。看護師は、モニタ本体のチャネルＸに患者名を入力しない
まま、患者Ａにモニタを装着した。その後、看護師はチャネル画面に患者名を入力するため、入退
床の操作画面を開いた際、誤って患者BのチャネルＹを選択した。入退床操作画面には患者Bの
名前が入力されていたため、看護師は患者Bの名前を削除し、患者Aの名前を上書きした。その
結果、チャネルＸの欄には無名の状態で患者Aの波形が表示され、チャネルＹの欄には、患者Aと
ラベルされた患者Bの波形が表示された。３時間後、患者Ａが検査に出棟しても波形が表示され
ていたため、誤りに気付いた。（他１件）

No.　67

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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2006年から2010年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.67　2012年6月

番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2011年に報告
された件数

歯科医師は、埋伏した右下顎の智歯ならびに第２大臼歯のうち、智歯のみ抜歯を行う予定であっ
た。しかし、処置過程でのＸ線写真を用いた確認が不十分であったため、誤って前方に位置して埋
伏していた第２大臼歯の抜歯を行った。（他６件）

１）の番号は、医療安全情報の提供番号を示しています。

◆上記タイトルの未掲載事例につきましては、平成23年年報に掲載いたします。

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

No.46 3件
清拭用タオルによる熱傷
～清拭の際、ビニール袋に準備した清拭用タオルが患者の身体に
あたり、熱傷をきたした事例～

清拭時、看護師は熱いタオルが入ったビニール袋を患者の足元に置いた。清拭を実施し、右側臥
位にした際、患者の左膝外側に発赤、表皮剥離があることに気付いた。確認すると膝下にビニー
ル袋に入った未使用の熱いタオルがあった。（他２件）

No.47 7件抜歯部位の取り違え
～歯科において、抜歯部位を取り違えた事例～

No.48 1件酸素残量の未確認
～酸素ボンベ等の残量の未確認に関連した事例～

看護師Ａは、患者の移送前に酸素ボンベが満杯であることを確認した。X線ＴＶ室の看護師Ｂに
申し送りをした際、中央配管につなぎかえたか確認しなかった。検査後、X線ＴＶ室退室時に酸素
ボンベの残量を確認しなかった。移送中、酸素がなくなり、ＳｐＯ２が６２％まで低下した。
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No.　67

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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薬剤の取り違え（第２報）
薬剤の取り違えを医療安全情報Ｎｏ．４（２００７年３月）で情報提供いたしました。
その後、再び類似の事例が20件報告されていますので、再度、情報提供いたします。
（集計期間：２００７年１月１日～２０１２年5月31日）。

◆アルマール錠は、アロチノロール塩酸塩錠「DSP」への製造販売承認を取得しています
（２０１２年１月）。
◆報告された事例20件のうち、複数回報告された薬剤を掲載しています。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.68　2012年7月

No.68　2012年7月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

薬剤の名称が類似していることにより、薬剤を
取り違えた事例が再び報告されています。

3

3

2

投与すべき薬剤
（主たる薬効）

件数

アルマール錠
（不整脈用剤）

ノルバスク錠
（血管拡張剤）

ノルバデックス錠
（腫瘍用薬）

チウラジール錠
（抗甲状腺ホルモン剤）

チラーヂンＳ錠
（甲状腺ホルモン剤）

取り違えた薬剤
（主たる薬効）

アマリール錠
（糖尿病用剤）
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担当医は他院からの紹介状を読み、男性患者にノルバスク１０ｍｇを処方する
ためオーダリング画面を開いた。「ノルバ」と入力したところ、ノルバスクに
続いてノルバデックスが表示された。１０ｍｇを処方しようとしていたため、
「１０」と記載のあったノルバデックスを間違えて選択し処方した。その後、
院外薬局の薬剤師は「おかしい」と思ったが、病院に疑義照会をせず３ヶ月分
の薬剤を調剤し、患者は内服した。患者が次の処方のため他院を受診した
ところ、薬剤が違うことが分かった。

事　例

薬剤の取り違え（第２報）

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.68　2012年7月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

○医政発第1204001号 薬食発第1204001号 平成20年12月4日付
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/081204-1.pdf

医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について
（注意喚起）の通知が、厚生労働省より出されています。

事例が発生した医療機関の取り組み

・ハイリスク薬などは、処方画面にアラート
機能を追加する。
・医師と薬剤師の連絡体制を強化する。

No.　68

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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アレルギーのある食物の提供
患者の食物アレルギーの情報が伝わっているにもかかわらず、栄養部から誤って
アレルギーのある食物を提供した事例が9件報告されています（集計期間：２００８年
１月１日～２０１２年6月30日、第２５回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１１０）
に一部を掲載）。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.69　2012年8月

No.69　2012年8月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

患者の食物アレルギーの情報が伝わっている
にもかかわらず、栄養部から誤ってアレルギー
のある食物を提供した事例が報告されています。

豚肉のみそ炒め
（たけのこ入り）

山芋サラダ

牛乳

リンゴエキス入り
ハンバーグ

魚料理（ミキサー食）

果物入りソースを
使用した焼きそば

小麦粉の付いた肉炒め

アレルギーの
ある食物 誤って提供した献立

たけのこ 食事指示
確認時

甲殻類、魚介類、
卵、小麦

山芋

下処理のつなぎに使用

果物入りソースを使用
調理時

魚介類

果物

リンゴ

大豆

トレイへの載せ間違いトレイ
セッティング時

大豆エキス入り
高カロリー食

卵、乳、小麦、
そば、豆など 豆の入った副菜

誤りの内容場面

食材禁止コメントの
見落とし

乳製品、ハム、
ベーコン
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医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.69　2012年8月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

アレルギーのある食物の提供
事 例 1

事 例 2
入院時、患者より乳製品・ハム・ベーコンについてアレルギーがあるとの申し出があり、栄養士
による食物のアレルギーの聞き取り調査を行い、それらを禁止とした特別献立となっていた。
この日の献立は、ジュースになっていたが、間違って牛乳が配膳された。患者は牛乳でショック
の経験があったが、好きなので飲んだ。食事摂取後、洗面台で意識レベルが低下している患者
を発見した。

　・食物アレルギーのある患者の
食事の原材料を把握するように努める。

総合評価部会の意見

・食事指示確認時、禁止コメントの確認を十分に行う。
・食物にアレルギーのある患者の食事は、以下の方法などで
一般の食事と区別する。
○色の付いた専用献立表を使用する。
○一般の食事とは別に調理する。
○専用の食器や色の違うトレイを使用する。

事例が発生した医療機関の取り組み

入院時、小児科より栄養部に患者の食物のアレルギー（甲殻類、魚介類、卵、小麦）の情報
提供があった。当日の主菜が厚焼玉子だったため、カレー味に炒めた肉に変更した際、卵
アレルギーだけに注目してしまい、下処理で肉に小麦粉を付けて調理した。病棟における
確認で、カレー味の肉に付いた小麦粉に気づくのは難しかった。摂取後、全身発疹、嘔吐、
SpO2低下、血圧低下、意識レベルの低下をきたした。

No.　69

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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手術中の光源コードの
先端による熱傷

手術中、光源装置や手術用照明器を使用した際に、電源が入ったままの光源コード
の先端を患者のサージカルドレープの上に置いたことにより、熱傷を生じた事例が
5件報告されています（集計期間：２００８年１月１日～２０１２年7月31日、第２５回
報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１２９）に一部を掲載）。

◆サージカルドレープとは、手術用覆布や手術用不織布などを指します。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.70　2012年9月

No.70　2012年9月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

手術中、電源が入ったままの光源コードの先端を
サージカルドレープの上に置いたことにより、
熱傷を生じた事例が報告されています。

腹部

大腿内側

恥骨部

光源装置や
手術用照明器の種類 熱傷部位

光源付き開創器
大腿骨骨切り術

手術用内視鏡光源

光ファイバー手術用照明器

経尿道的尿管結石砕石術

大腿部腹腔鏡用光源 虫垂切除術

腸骨付近低位前方切除術

手術の内容

小耳症形成術
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医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.70　2012年9月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

手術中の光源コードの先端による熱傷
事 例 1

事 例 2
経尿道的尿管結石砕石術の手術中、光源コードを一時的に取りはずした時に、光源コード
の電源が入ったままの状態でサージカルドレープの上に置いた。手術の終了後、患者の左
恥骨部に約２．５×２ｃｍの熱傷と、使用したサージカルドレープが高温により焼けた痕跡を
看護師が発見した。

・強力な光を出射している光源コードの先端は高温になる
ため、可燃物の上に置くと燃えたり熱傷を生じたりするおそれ
があります。使用しないときは消灯しましょう。

総合評価部会の意見

・光源装置などを使用していない時は、光源コードの先端の
光量に注意する。
・光源コードは、術野付近に置かない。

事例が発生した医療機関の取り組み

患者を右側臥位にし、左大腿骨骨切り術を開始した。術野を照らすために光源付き開創器を
使用した。開創器使用後、光源と開創器との接続をはずし、光源コードをサージカルドレープ
の上に置いた。その後、しばらくして光源の電源を切っていないことに気がつき、電源を
切った。手術終了後、サージカルドレープをはずしたところ、患者の右大腿内側に約１．５ｃｍ
の熱傷が形成されていた。

No.　70

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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病理診断報告書の確認忘れ
病理検査を行った際、検査結果の報告書を確認しなかったことにより、治療が遅れた
事例が8件報告されています（集計期間：２００８年１月１日～２０１２年8月31日、
第２４回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ９８）に一部を掲載）。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.71　2012年10月

No.71　2012年10月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

病理検査を行った際、検査結果の報告書を確認
しなかったことにより、治療が遅れた事例が
報告されています。

1年半後

半年後

1ヶ月以内

1年後

検査 結果に気付
いた時期

子宮頸部細胞診

上部消化管内視鏡検査
の組織診

緊急開腹止血術時の
術中腹水細胞診

胃の低分化型腺がん

食道がん

腺がん細胞

2年半後
2年後

2年半後

胃の「悪性」所見

6年後

Group5の胃がん

確認しなかった
病理診断の内容

クラスV、扁平上皮がん
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医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.71　2012年10月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

病理診断報告書の確認忘れ
事 例 1

事 例 2
通院中の患者が、胃検診で要精査の通知を持参した。医師は内視鏡検査を行い、病変部を
生検し、次回の予約を入れた。その後、病理診断報告書が出ていたが、患者が来院しなかっ
たため、カルテを一度も開くことがなく経過した。2年後、患者は胃検診の結果が再度要精査
であったため、受診した。その際、医師は2年前の病理診断報告書で「悪性」の所見が出て
いたことに気付いた。

・重大な結果については、直接医師に連絡する仕組みを検討
しましょう。

総合評価部会の意見

・病理診断結果の内容の確認ができる仕組みと、患者への
説明が確実になされる仕組みを構築する。

事例が発生した医療機関の取り組み

患者は他疾患の経過観察のCT検査で子宮・卵巣病変を疑われ、産婦人科を受診した。産婦
人科医師の診察では超音波検査で複数個の子宮筋腫を認めるものの明らかな悪性所見を
認めず、子宮頸部細胞診を施行し、異常があれば連絡することになっていた。1年半後、
PET-CTで骨盤内に集積を認め、再度産婦人科を受診し、腟内の細胞診を施行した。患者の
診察終了後、医師は1年半前に施行した子宮頸部細胞診で異常（クラスV、扁平上皮がん）の
病理診断報告書を確認していないことに気付いた。

No.　71

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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硬膜外腔に持続注入
する薬剤の誤った接続

硬膜外腔に持続注入すべき薬剤を、誤って静脈カテーテルに接続して投与した
事例が２件報告されています（集計期間：２００８年１月１日～２０１２年9月30日、
第２８回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１３９）に一部を掲載）。

No.72　2012年11月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.72　2012年11月

硬膜外腔に持続注入すべき薬剤を、誤って
静脈カテーテルに接続した事例が報告され
ています。

事例のイメージ

正しい接続先 ： 硬膜外カテーテル

硬膜外カテーテルに投与する薬剤が入った
バルーンジェクター（加圧式医薬品注入器）

誤った接続先 ： 中心静脈カテーテル
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No.72　2012年11月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

硬膜外腔に持続注入する薬剤の誤った接続
事 例

食道癌術後の疼痛コントロールのため、硬膜外カテーテルよりバルーンジェク
ター（加圧式医薬品注入器）を使用して、ドロレプタン、ポプスカイン、塩酸
モルヒネを持続的に注入していた。術後３日目、保清時に硬膜外カテーテル
刺入部の発赤、腫脹を認め、カテーテルを見たところ接続部がはずれていた。
硬膜外カテーテルに接続されているはずのバルーンジェクターをたどって
みると、中心静脈カテーテルに接続したシュアプラグ延長チューブに接続さ
れていた。

・ルート類は、接続部位から挿入部位が分かる位置
までたどって確認する。
・挿入位置がわかるところまで確認できない場合、
ルートの接続部付近に「硬膜外腔用」や「静脈用」
などの印をつけ、挿入部位が分かるよう工夫をする。
・硬膜外腔用と静脈用で違う加圧式医薬品注入器を
使用し区別する。

事例が発生した医療機関の取り組み No.　72

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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放射線検査での
患者取り違え

放射線検査での患者氏名の確認が不十分であったため、患者を取り違えて検査が行
われた事例が6件報告されています（集計期間：２００８年１月１日～２０１２年10月
31日、第１９回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１３１）に一部を掲載）。

No.73　2012年12月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.73　2012年12月

放射線検査での患者氏名の確認が不十分で
あったため、違う患者が入室したにもかかわ
らず、そのまま検査が行われた事例が報告さ
れています。

患者の確認方法

患者に名乗
ってもらう

患者が持参
した予約票等
と患者氏名
を突合する

件数
患者Bに
予定して
いた検査

患者Bに
実施した
患者Aの検査

×

×

×

×

×

－

B

突　合

患者
予約票等B

患者A
の氏名患者Bです

（フルネーム）
検査
担当者

消化管
造影検査

冠動脈
CT検査

骨シンチ
グラフィ

レントゲン
検査

レントゲン
検査 3

1

1

1

内視鏡検査

肝臓
ダイナミック
CT検査

PET
（FDG投与まで）

×

待合室

間違えて
患者Bが
入室

間違えて
患者Bが
入室

A B

患者A
さん

はい

検査
担当者

B

※「○」は、行う取り決めがあり、守ったもの
　「×」は、行う取り決めがあったが、守らなかったもの
　「－」は、行うと取り決めていなかったもの
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〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

放射線検査での患者取り違え

事 例 1
レントゲン撮影を行うため、診療放射線技師は患者を名字のみで呼び入れた。その際、患者
自身に氏名を名乗ってもらうことになっているが、確認しなかった。そのため、患者Ａと患者Ｂ
を取り違えて、胸部レントゲンを撮影した。

事 例 2
PET検査のFDGを投与するため、研修医が患者Aの氏名を呼んだところ、骨シンチ後に廊
下で待機していた患者Bが注射室に入室した。注射室に呼び入れた際は、患者が持参する予
約票、問診票を確認したうえで、患者に氏名を名乗ってもらうことになっているが、研修医は
その手順を踏まずに患者Aの氏名を口頭で呼び、患者Bが肯いたので準備を始めた。指導医
は研修医が決められた手順で確認した患者Aだと思い、患者BにFDGを投与した。FDG投
与後に患者Bに問診票の提示を求めたところ、違う患者であることがわかった。
◆FDG：放射性医薬品基準フルデオキシグルコース注射液

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

・必ず患者自身に氏名を名乗ってもらう。
・院内で取り決めた放射線検査時の患者の確認方法を徹底する。
　例） ・患者が持参した予約票や問診票などを確認する。
　　・検査種別ごとの色分けカードを作成し、患者に渡す。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　73

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医 療
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医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.74　2013年1月

No.74　2013年1月

医療事故情報収集等事業

手動式肺人工蘇生器の組み立てを間違えていたため、有効な換気がなされなかった
事例が２件報告されています（集計期間：２００９年１月１日～２０１２年11月30日、
第３０回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ151）に一部を掲載）。

手動式肺人工蘇生器の
組み立て間違い

公益財団法人 日本医療機能評価機構

手動式肺人工蘇生器の組み立てを間違えて
いたため、有効な換気がなされなかった事例
が報告されています。

事例１で使用した手動式肺人工蘇生器のイメージ

誤

正

正 逆止弁

逆止弁ユニット エアー吸入アセンブリー
インテークバルブ

インテークバルブユニット

チェック弁

吸気弁

本体

シリコン蘇生用
マスク接続部

患者呼気弁

本体

加圧限定弁
（分解禁止）

誤
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
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手動式肺人工蘇生器の組み立て間違い

事 例 2
人工呼吸器の回路交換を実施した際、アンブ（アンブ蘇生バッグ）への酸素は５Ｌで使用した。担当して
いた看護師は今までに何度かアンブを使用したことはあり、いつもの手ごたえ（入っている感覚）が
なかったが、押し方が悪いと考えた。その後、患者のSpO2、心拍数が低下し心臓マッサージを実施した。
後日、アンブの使用方法に疑問を持ち確認したところ、アンブの膜弁の装着間違いを発見した。

事 例 1
患者の全身状態が悪化し、呼吸状態が低下したため、バッグバルブマスク（ＭＭＩシリコン蘇生バッグ）で
蘇生を試みたが患者は低酸素脳症となった。その原因は誤って組立てられたバッグバルブマスクを使用
したことが考えられた。組み立て間違いは、（１）患者呼気弁を逆止弁ユニット内部の逆止弁が入る部分
に取り付けた、（２）逆止弁をエアー吸入アセンブリーの本体内部に取り付けたの２箇所であった。

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

・手動式肺人工蘇生器の組立ては習熟した者が行い、組立て後
に必ず動作の確認を行う。
・手動式肺人工蘇生器を患者に使用する際は、換気が行われて
いるかを胸郭の動きに基づいて確認する。

総合評価部会の意見

・手動式肺人工蘇生器の洗浄・組立ては臨床工学部など担当部署
を決めて行う。
・手動式肺人工蘇生器は、担当職員が説明書に基づいて組立て
を行い、動作の確認をする。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　74

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

医 療
安全情報
No.75　2013年2月

医療事故情報収集等事業

輸液ポンプ等の流量を設定する際、流量に予定量を入力したため、薬剤を過剰に投与
した事例が３件報告されています（集計期間：２００９年１月１日～２０１２年１２月３１日、
第７回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ８４）に一部を掲載）。

輸液ポンプ等の流量と
予定量の入力間違い

予定量 設定した
流量

指示された
流量使用した薬剤

９００ｍL/ｈ3０ｍL/ｈ ９００ｍL

257ｍL/ｈ11ｍL/ｈ 257ｍL

5０ｍL/ｈ3ｍL/ｈ 5０ｍL

ノボ・ヘパリン注７.５ｍL
＋生理食塩液２５０ｍL

ドルミカム注射液１０ｍｇ １０Ａ
＋生理食塩液３０ｍＬ

高カロリー輸液

輸液ポンプ等の流量を設定する際、流量に
予定量を入力したため、薬剤を過剰に投与した
事例が報告されています。
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
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輸液ポンプ等の流量と予定量の入力間違い
事 例 

・輸液ポンプ等に流量と予定量を設定後、確認を徹底する。
・医療機関内で使用している異なる機種の輸液ポンプ等の違いを十分理解する。

事例が発生した医療機関の取り組み

・現在医療現場で使用されている輸液ポンプ等は、医療事故対策適合品
マークのついていない機種もあるので注意しましょう。
・医療機関内で使用している輸液ポンプ等について教育をしましょう。

総合評価部会の意見

患者の高カロリー輸液を更新した際、流量を入力するところ予定量を入力した。使用した輸
液ポンプ（テルフュージョン輸液ポンプTE-171（平成１１年購入））は、医療事故防止対策適
合品マークが付いていない機種であり、流量と予定量の設定を同じスイッチで切り替えて
入力する構造であった。１時間後、患者の呼吸状態が悪化し、高カロリー輸液が全量投与さ
れているのを発見した。確認すると、輸液ポンプの流量設定が３０ｍL／ｈのところ９００ｍL／ｈ
となっていた。患者は、けいれん発作、呼吸停止があり、血糖値は９７６ｍｇ／ｄLであった。

輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について、厚生労働省より関係企業を対象に通知
が出され、医療事故対策適合品マーク付きの安全を考慮した輸液ポンプ等も販売されて
いますので参考にしてください。

 ○医薬発第0318001号 平成15年3月18日付
　http://www.info.pmda.go.jp/iryoujiko/file/20030318.pdf

※上記の厚生労働省通知の基準に適合する輸液ポンプ等であること
　を示す日本医療器材工業会の医療事故対策適合品マーク 

 

No.　75
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2012年に提供した
医療安全情報

２０１2年１月～１２月に医療安全情報No.62～No.73を毎月1回提供いたしました。
今一度ご確認ください。

ルトイタ号番

No.62

No.63

No.64

No.65

No.66

No.67

No.68

No.69

No.70

No.71

No.72

No.73

★患者の体内に植込まれた医療機器の不十分な確認

★画像診断報告書の確認不足

　２０１１年に提供した医療安全情報

　救急カートに配置された薬剤の取り違え

　インスリン含量の誤認（第２報）

　２００６年から２０１０年に提供した医療安全情報

　薬剤の取り違え（第２報）

★アレルギーのある食物の提供

　手術中の光源コードの先端による熱傷

　病理診断報告書の確認忘れ

★硬膜外腔に持続注入する薬剤の誤った接続

　放射線検査での患者取り違え

★のタイトルについては、提供後、２０１2年１２月３１日までに類似事例が発生しています。

No.76　2013年3月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.76　2013年3月
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2012年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.76　2013年3月

担当医は患者の情報を十分に聴取しないまま、ペースメーカ植込み術後の患者
にＭＲＩ検査の指示を出した。診療放射線技師はＭＲＩ問診票が届いていなかった
ため、患者に口頭で体に金属類が植込まれていないか聞き、患者が「入っていな
いと思う」と答えたので、ＭＲＩ検査を実施した。その後、担当医が病歴をみて、
ペースメーカが植込まれていることに気づいた。後日、ペースメーカのチェック
を行い、機器の異常はなかった。

No.62 患者の体内に植込まれた医療機器の
　　　　不十分な確認

患者の食札に鶏卵、乳アレルギーの表示があったが、調理師は卵だけが目に留
まり、他の情報を見落とした。さらに、おやつ準備の調理師と配膳担当者がダブル
チェックを行った際、アレルギー情報の書かれた指示書を確認しなかった。おやつ
は病棟に配膳され、患者に乳製品の入ったシャーベットが提供された。患者がシ
ャーベットを摂取したところ、顔面の発赤と喘息様症状、血圧低下、心拍数上昇、
呼吸困難感を呈するアナフィラキシーショックを起こした。

No.69 アレルギーのある食物の提供

悪性リンパ腫で外来フォロー中の患者が、腹痛の症状で他院を受診した際、ＣＴ
検査で肝臓内腫瘤性病変（５０ｍｍ大）を指摘された。診療情報提供依頼を受
け、過去のＣＴ検査画像診断報告書を見直したところ、９ヶ月前の報告書におい
て肝臓内腫瘤性病変（３５ｍｍ大）が指摘されていたことが判明した。担当医の画
像診断報告書の確認不足であった。

No.63 画像診断報告書の確認不足

◆他の類似事例につきましては、平成２4年年報に掲載いたします。

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

◆以下の類似事例が発生しています。

No.　76

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医療安全情報Ｎｏ．３３（２００９年８月）「ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出」
で、３年半の間に８件の事例が報告されていることを情報提供いたしました。その
後、約３年半で類似の事例が１１件報告されていますので、再度、情報提供いたします。
（集計期間：２００９年７月１日～２０１３年２月28日）。

報告事例のうち１０件は、添付文書に「末梢血管
から投与する場合、輸液の濃度を0.2%以下で
点滴静注することが望ましい」と記載があるに
もかかわらず、0.2%を超える濃度で末梢血管
から投与した事例です。 

薬剤の濃度 件数

≦０．２％ １件※

０．２％＜ １０件

◆ガベキサートメシル酸塩の添付文書に、「高濃度で血管内壁を障害し、注射部位および刺入
した血管に沿って静脈炎や硬結、潰瘍・壊死を起こすことがあるので、末梢血管から投与する
場合、本剤１００ｍｇあたり５０ｍL以上の輸液（０．２％以下）で点滴静注することが望ましい」
と記載されています。使用については添付文書をご確認ください。

◆この医療安全情報は、医療安全情報Ｎｏ．３３「ガベキサートメシル酸塩の血管外漏出」の第２報
です。

末梢血管から投与した
ガベキサートメシル酸塩の濃度

０．３％ 　１件
０．４％ 　４件
０．６％ 　２件
３．１％ 　２件
４．２％ 　１件

ガベキサートメシル酸塩
使用時の血管炎（第２報）

No.77　2013年4月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.77　2013年4月

※濃度が「≦０．２％」の１件は、血管外に漏出した事例です。
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No.77　2013年4月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

ガベキサートメシル酸塩使用時の血管炎（第2報）

・末梢血管から投与する際のガベキサートメシル酸塩の濃度は、0.2%
 以下が望ましいとされています。
・中心静脈などから末梢血管へ投与経路を変更する場合は、濃度に注意
 しましょう。

総合評価部会の意見

・ガベキサートメシル酸塩を末梢血管から投与する際は、輸液の濃度を
0.2%以下(本剤100mgあたり50mL以上の輸液)とすることを周知
徹底する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 
中心静脈ラインのダブルルーメンから高カロリー輸液とレミナロン１５００ｍｇ／生食４８ｍＬ
（濃度３．１％）の投与を開始した。その後、抗生剤と輸血を追加する指示があり、右手背に
末梢血管のルートを確保したが２２Ｇと細かったため、輸血を中心静脈から投与することにした。
輸血とレミナロンは原則単独投与であることから、末梢血管のルートからレミナロンを同じ濃
度のまま投与するよう変更した。その後、右手背の発赤・腫脹が出現し、皮膚科受診したが潰
瘍・壊死が拡大したため、デブリドマンを実施した。

ガベキサートメシル酸塩の製品
ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「サワイ」
注射用エフオーワイ５００
注射用パナベート５００
注射用プロビトール５００
注射用メクロセート５００ｍｇ
レミナロン注射用５００ｍｇ

アガリット静注用１００ｍｇ
ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」 
注射用エフオーワイ１００
注射用パナベート１００
注射用プロビトール１００ｍｇ
注射用メクロセート１００ｍｇ
レミナロン注射用１００ｍｇ

※PMDA｢医療用医薬品の添付文書情報」より（２０１３.2.２８ 現在）

No.　77

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.78　2013年5月

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医 療
安全情報
No.78　2013年5月

医療事故情報収集等事業

持参薬を院内の処方に切り替える際、処方量を間違えた事例が４件報告されています
（集計期間：２００９年１月１日～２０１３年３月31日、第９回報告書「個別のテーマの
検討状況」（Ｐ７4）に一部を掲載）。

持参薬を院内の処方に
切り替える際の処方量間違い

間違え
た量院内で処方した薬剤 処方量間違い

の背景

持参薬を院内の処方に切り替える際、処方量
を間違えた事例が報告されています。

ハルシオン錠0.25mg
1錠

アスペノンカプセル20mg
4カプセル

ヒダントール錠100mg※
6錠

アスベリン散100mg/g
6g

2倍

2倍

4倍

10倍
持参薬と
同じ剤形が
なかった

持参薬と
同じ規格が
なかった

※ヒダントールＦ配合錠とヒダントール錠１００mgの有効成分量 ：
　ヒダントールＦ配合錠は、１２錠中にフェニトイン３００mg、フェノバルビタール１００mgなどが含まれる。
　ヒダントール錠１００mgは、１錠中にフェニトイン１００mgが含まれる。

持参した薬剤

ハルシオン錠0.125mg
1錠

アスペノンカプセル10mg
4カプセル

ヒダントールＦ配合錠※

6錠

アスベリン錠10mg
6錠
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公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

持参薬を院内の処方に切り替える際の処方量間違い

事 例 1 

・持参薬から院内の処方に切り替える際の処方時は、規格、剤形、
 成分量に注意して入力する。
・持参薬から院内の処方に切り替える際は、可能な限り薬剤師が
 介入する。

事例が発生した医療機関の取り組み

入院後、患者は持参薬を内服していたが、薬が足りなくなったため、医師は院内処方に切り替
えた。その際、紹介状に「アスペノンカプセル１０ ４C 分２ 朝夕食後」と記載してあるのを確
認した。そこで、コンピュータに と入力したところ、院内では１０ｍｇの規格は採
用されておらず、アスペノンカプセル２０ｍｇのみが表示された。アスペノンカプセル２０ｍｇ
であれば、２カプセルを分２と処方すべきところ、用量が違うことに気付かず、４カプセルを分２
で処方した。患者は退院から５日後の朝に自宅で痙攣を起こし、他院に救急搬送された。

事 例 2 
入院時、患者は他院で処方されたヒダントールF配合錠 ６錠を分２で内服していた。院内処
方に切り替える際、医師はヒダントールＦ配合錠とヒダントール錠に含まれるフェニトインの
量や有効成分の内容が違うことを知らず、院内処方にあったヒダントール錠１００ｍｇ ６錠を
分２で４日分処方した。薬剤師は誤りに気付かず、処方通りに調剤した。次の処方を調剤する
際、薬剤師がフェニトインの量が１日量の上限を超えることを疑義照会したため、医師は誤り
に気付いた。

No.　78

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他



112

2006年から2011年に
提供した医療安全情報

2012年にも類似事例が発生しています
番号

1）

タイトル ～内容～

【事例】

2012年に報告
された件数

No.3 2件グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔
～グリセリン浣腸に伴い直腸穿孔などをきたした事例～

浣腸を実施する際、看護師は患者に左側臥位となるよう言ったが、患者の希望で右側臥位で実施
した。反応便は無く、浣腸液流出と共にポータブルトイレの底に径１０ｃｍ程度の下血（鮮血）が
あった。主治医は直腸診にて、直腸に腫瘤は無く、肛門の０時の位置に柔らかい内痔核があること
を確認し、様子観察とした。５日後、退院前検査として腹部ＣＴを撮影したところ、直腸の右側にair
を認め、直腸の穿孔がわかった。（他１件）

降圧剤のアルマール２錠を分２で開始するところ、誤ってアマリール２錠を分２で処方した。約１ヵ月後
の受診時に誤りに気づいた。患者は時々空腹感を覚えることがあり、ＨｂＡ１ｃ、ＦＢＳも軽度低下を
認め、血糖値が低下していたと推測された。当院のオーダリングシステムでは、以前、薬剤の取り
違えの対策としてアマリールの薬剤名の後に「糖尿病薬」の文字を表示していたが、システムが
変更になった際に表示されなくなっていた。（他１件）

No.79　2013年6月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.79　2013年6月

No.7 9件
小児の輸液の血管外漏出
～薬剤添付文書上、輸液の血管外漏出に関する危険性の言及の
有無にかかわらず、小児に対する点滴実施の際、輸液の血管外
漏出により、治療を要した事例～

患児に、左足背末梢から輸液ポンプを用いてフィジオ３５を５０ｍＬ／ｈで投与していた。夜勤者から
引き継ぎを受けた看護師が末梢静脈留置針の刺入部を観察したところ、左足背全体に輸液の
血管外漏出によると思われる腫脹、硬結、大小１２個以上の水疱形成、足指の色調不良を認めた。
左膝から足首までは外観上明らかな左右差はなかったが、触診すると左足に軽度の硬結を認めた。
整形外科医の診察の結果、減張切開が必要と診断された。（他８件）

No.4 2件薬剤の取り違え
～薬剤の名称が類似していることにより取り違えた事例～
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2012年に報告
された件数

2006年から2011年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.79　2013年6月

左鼠径ヘルニア根治術を予定していた。通常は医師が当日の朝に病室でマーキングを行ってい
るが、この時は手術室搬入後に口頭で名前と部位を確認し、右側にマーキングした。所見では、
へルニアは左右両側にあったため取り違えには気付かず、右鼠径ヘルニア根治術を行った。術後
の回診時に患者より手術した場所が違うと言われ、左右間違いに気づいた。
（他１件、医療安全情報Ｎｏ．５０（２０１１年１月：第２報提供済み）

外部委託清掃作業員が定期清掃作業中に清掃器材がＭＲＩ機に吸着した。作業を行った外部委託清
掃作業員は、病院の清掃は今回が初めてであった。（他３件）

No.8 2件手術部位の左右の取り違え
～手術部位の左右を取り違えた事例～

既往歴にてんかんがあり、他院で処方された内服薬で加療中の患者が、手術目的にて外科病棟に
入院した。入院時に持参したお薬手帳の『セレニカＲ顆粒４０％１回０．３３３ｇ、カルバマゼピン細粒
（テグレトール細粒５０％）「アメル」１回０．４ｇ 1日３回』をもとに、担当医は抗てんかん薬を1日量
としてセレニカＲ顆粒４０％１０００ｍｇ、テグレトール細粒５０％１２００mｇ 分３朝昼夕食後６日分を
処方した。その際、お薬手帳には総量で記載されていたが、当院のオーダーは成分量表示のため、
総量と成分量を間違えた。その結果、セレニカＲ顆粒は２．５倍量、テグレトール細粒は２倍量が
処方、投薬され、患者は服用した。退院後、ふらつきが継続するため、家族が処方薬について院外
薬局に確認を依頼し、過量投与であることが発覚した。

No.9 1件製剤の総量と有効成分の量の間違い
～製剤の総量と有効成分の量との誤認による事例～

No.10 4件MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み
～ＭＲＩ検査室内への磁性体（金属製品など）の持ち込みに伴う事例～

外部委託清掃作業員が定期清掃作業中に清掃器材がＭＲＩに吸着した。作業員は、病院の清掃は
今回が初めてであった。（他３件）

No.10 4件MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み
～ＭＲＩ検査室内への磁性体（金属製品など）の持ち込みに伴う事例～

人工呼吸器を装着中の患者にプロポフォール注を６ｍＬ／ｈで持続投与中であった。スワンガンツ
カテーテルの薬剤、輸液ルートを整理した際、プロポフォールの輸液ポンプを変更したが、前の設定
が残ったまま開始した。その後、麻酔科医師が、プロポフォール持続注射の流量が４２ｍＬ／ｈである
ことに気づいた。約４０分間で、２８ｍＬ投与された。

No.13 1件輸液ポンプ等の流量の確認忘れ
～輸液ポンプ等を使用した際に、流量の確認を忘れた事例～

No.　79
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タケプロンを静脈ルートから投与するつもりが、膿瘍洗浄用ドレーンの三方活栓につないでしまった。
投与開始前に気付き、静脈ルートから投与した。（他３件）

No.14 4件
間違ったカテーテル・ドレーンへの接続
～複数のカテーテル・ドレーンが留置されている患者において、輸液
等を間違って接続した事例～

No.15 2件
注射器に準備された薬剤の取り違え
～手術・処置等の際、複数の注射器にそれぞれ薬剤名を表示して
準備していたにも関わらず、確認を怠ったことにより、取り違え
た事例～

患児Ａの水溶性プレドニン５ｍｇ(０．５ｍＬ)を看護師２名で確認しながら注射器に用意し、患児Ｂの
水溶性プレドニン１３ｍｇ(１．３ｍＬ)と一緒に一つのトレイに入れた。担当看護師は患児Ａの病室を
訪問し、注射伝票、リストバンド、注射器についているラベルのバーコードを認証した。投薬直前、
患児Ａに使用していたシリンジポンプのアラームが鳴ったため、手に持っていた注射器をトレイ
に戻しアラーム対応をした後、再びトレイの中から注射器を手に取り薬液を注入した。使用後の
注射器をトレイに戻した際、患児Ａの薬剤が入った注射器が残っていることに気づき、患児Ｂの
注射薬を取り違えて注入したことに気付いた。（他１件）

患者は、発熱・呼吸困難で当院に搬送され、下肢に不随運動はあったが危険行動はなかった。準夜
帯から四肢の冷感があり、掛物で保温していたが、下肢の冷感は持続していた。そこで看護師は、
湯たんぽの代わりに氷のうにお湯（約６０度）を入れ、カバーをしないまま、患者に直接触れないよう
１０ｃｍ以上離して、足元近くに置いた。２時間後のラウンド時、氷のうは触れるとまだ温かく、患者
には触れていないことを確認した。１時間後、全身清拭の際に右下腿と左母指に皮膚の損傷を認め、
その後、Ⅲ度の低温熱傷と診断された。

No.17 1件湯たんぽ使用時の熱傷
～湯たんぽを使用した際、熱傷をきたした事例～

No.18 1件
処方表記の解釈の違いによる薬剤量間違い
～「３×」や「分３」の処方表記の解釈の違いにより薬剤量を間違え
た事例～

患者のデパケンシロップを準備する際、担当看護師Ａは処方せんに「デパケンシロップ５％　１５ｍL
１日３回（毎食後）」と記載されているのを確認した。しかし、用意されていたデパケンシロップは１
５ｍＬであり、内服薬や内服量などが記載された手書きの患者リスト表を確認すると「デパケンシ
ロップ１回１５ｍＬ」と記入されていた。患者リストに記載した看護師Ｂは、処方せんの１日量を
１回量と間違えて患者リスト表に記入していた。デパケンシロップを準備した看護師Ｃは、患者記録
を見て薬剤を準備していた。患者に投与する前に誤りに気付いた。
（医療安全情報Ｎｏ．４１（２０１０年４月：第２報提供済み））
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No.19 4件未滅菌の医療材料の使用
～誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した事例～

休日の手術当日、業者から機材の受け渡しがあったため、手術室看護師Ａは滅菌室のオートクレーブ
のウォーミングアップをした。看護師Ａと看護師Ｂは滅菌室へ行き、機材を受け取ったのちスタート
のボタンを押した。１時間後に機材を取り出し、手術室内に搬送した。手術室で看護師A～Dの
４名で物品確認をした際、外側の布にいつもより水滴が付いていた。滅菌室スタッフに確認した
ところ、滅菌済と思い「すぐに使用するのであれば水分が浸み込むことはない」との回答を得たの
で、手術を通常通り行った。翌朝、滅菌室スタッフが出勤した際にオートクレーブの始業点検をし
たところ、ウォーミングアップの運転履歴はあったが滅菌運転の履歴がないことから、使用した器材
が滅菌されていなかったことが判明した。（他３件）

No.20 3件
伝達されなかった指示変更
～関連する部署に指示変更が伝わらなかったため、変更前の指示
が実施された事例～

手術前の定型の指示のポンタールシロップが処方されていたが、患者はアスピリン禁忌だったた
め、ポンタール中止の指示が出ていた。しかし、指示を受けた看護師Aは薬剤の返納処理をしな
かった。看護師Bは冷蔵庫に入っていた患者に処方されていたポンタールシロップを取り出し、
処方せんを確認しないまま、薬液ボトルの氏名のみを見て患者へ投与した。１時間後、受け持ち
の看護師Cが病室に行くと患者より呼吸困難の訴えと喘鳴があり、患者の酸素飽和度を測定する
と８０％台であった。患者より「白い薬を飲んだ」と報告があった。（他２件）

医師は、抗がん剤投与日程を標準療法の通り５日間と考えていたが、電子カルテのレジメンは
６日間で登録されていた。６日目の投与が開始された時点で、医師が間違いに気付いた。

No.22 1件化学療法の治療計画の処方間違い
～化学療法の際、治療計画を間違えて投与した事例～

患者に中心静脈栄養を開始する際、１０％塩化ナトリウムを４「ｍＬ」と入力するところ、４「Ａ（アン
プル）」と誤って入力し、８０ｍＬ投与する指示をした。指示した医師は誤りに気づいて修正したが、
それが看護師に伝わっておらず、当初の指示のまま点滴をした。（他３件）

No.23 4件処方入力の際の単位間違い
～処方入力の際、薬剤の単位を間違えたことにより過量投与した事例～

No.24 3件人工呼吸器の回路接続間違い
～人工呼吸器の回路接続を間違えた事例～

患者は人工呼吸器が装着され、ＮＯ療法（一酸化窒素吸入療法）をしていた。受け持ち看護師Ａの
サポートとしてベッドサイドに行った看護師Ｂは、ＮＯの供給回路が患者の口元側についているの
を見て、吸気側に付ける方が安定した供給になると考え、回路の接続を変えた。翌日、他患者の
観察のため来棟していた臨床工学技士に回路の確認を依頼したところ、吸気側でなく呼気側に
接続していたことが判明した。（他２件）
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患者は誤って娘の診察券で受付をした。診察に呼ぶ際、クラークが診察券の娘のフルネームを
呼んだところ、患者が診察室に入った。医師は診察室で患者の確認を怠り、娘の氏名、番号のまま
診察し、CT検査の指示を出した。ＣＴ撮影前に診療放射線技師が患者にフルネームと生年月日を
言ってもらった際、依頼票と患者名が違うことに気付いた。

No.25 1件
診察時の患者取り違え
～外来診察の際、口頭で行った患者氏名の確認が不十分であった
ため、患者を取り違えた事例～

緊急帝王切開により出生した新生児はNICUへ収容された。新生児感染症に対し、人工呼吸器管理
のもと抗生物質製剤を使用していたがCRPの上昇、血小板減少があり、メロペン＋バンコマイシン
に変更となった。主治医は変更のオーダーを行う際、バンコマイシンの用量を計算間違いし、１回
０．０２７ｇであるところ０．２７ｇ（１０倍量）とオーダーした。１回分投与されたところで主治医は
過量であることに気付いた。（他２件）

不穏状態の患者に対し、リントンを使用したが改善を認めなかった。看護師の依頼を受けた口腔
外科当直医は、指導医に電話で連絡し「セルシン２ミリ（＝２ｍｇ）」の指示を受けた。当直医は、
２ミリの意味を２ｍＬ（＝１０ｍｇ）と理解し、静脈注射した。（他３件）

No.27 4件
口頭指示による薬剤量間違い
～口頭指示の際、薬剤の単位や量、希釈の条件を明確に伝えなか
ったため、薬剤量を間違えた事例～

No.29 3件小児への薬剤10倍量間違い
～小児に対する処方の際、薬剤量を10倍間違え、過量投与した事例～

No.30 6件
アレルギーの既往が分かっている薬剤の投与
～診療録の決められた場所に薬物アレルギー情報の記載がなかった
ため、禁忌薬剤を投与した事例～

第１子を帝王切開術にて出産した際、子宮収縮剤のアトニンを使用した。その際、頻脈とＳＴ低下
が生じたが、電子カルテのアレルギー情報に登録されていなかった。２年後、第２子出産のため
選択的帝王切開術を施行した際、術中に弛緩出血をきたし、アトニンを使用したところ、胸痛、
ＳＴ低下、血圧低下などの症状が出現した。術中に血管拡張剤を使用して症状は改善した。（他５件）
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No.33 2件
ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出
～ガベキサートメシル酸塩を投与する際、添付文書の「用法・用量に
関する使用上の注意」に記載されている濃度を超えて使用し、輸液
が血管外へ漏出した事例～

患者は、ダブルルーメンＣＶカテーテルが挿入されて転院してきたため、ＣＶカテーテルの（１）から
高カロリー輸液、（２）からレミナロン１５００ｍｇ／生食４８ｍＬの投与を開始した。その後、輸血の
指示があり、末梢のルートを確保したが２２Ｇと細かったため、輸血をＣＶカテーテルの（2）の側管
から投与することにした。看護師２名は相談し、レミナロンを右手背の末梢ルートから投与するよ
う変更した。その後、右手背から投与中のレミナロンが漏れ、右手背の発赤、腫脹が増強した。
皮膚科を受診し、リンデロンの局所注射等を行っていたが、潰瘍、壊死が拡大し、デブリードメント
を実施した。（他１件）

胃全摘術終了後、左側腹部よりプリーツドレーンを挿入する際、腹壁の刺入部を切開する前に
消毒を行った。通常であれば、アルコール非含有のイソジン液を用いるところ、消毒液の成分の
確認を怠り、０．５％ヘキザックアルコールを使用した。真皮以下を電気メスで切開する際、消毒液
に含有されるアルコールに引火し、熱傷を生じた。

No.34 1件電気メスによる薬剤の引火
～電気メスの使用により薬剤に引火し、患者に熱傷をきたした事例～

医師と看護師は人工呼吸器が作動していることを確認した。１０分後、看護師が点滴を見た時に
も人工呼吸器の作動を確認した。その３０分後、医師と看護師が吸引しようとした際、人工呼吸器
がスタンバイモードになっており、停止していることを医師が発見した。

No.37 1件
「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ
～「スタンバイ」のまま患者に人工呼吸器を装着したため、換気され
なかった事例～

No.38 3件
清潔野における注射器に準備された薬剤の取り違え
～手術・検査等の清潔野において、準備された注射器の識別を誤り、
薬剤を取り違えた事例～

加齢黄斑変性に対し、カリパー（計測器）で計測後にルセンティスを硝子体内に注射し、その後
パニマイシンを結膜下に注射し終了する１分程度の手術であった。今回は、患者の眼球が動き、
ばね式開眼器を使用したため、術野の視野が悪くなり調整に時間を要し、カリパーとルセンティス
を繰り返し使用していた。看護師はルセンティスと同じ注射器に入っていたパニマイシンを執刀医
に「パニマイシンです」と言って手渡した。執刀医は「ルセンティスです」と言われたと思い込み、
薬液の量と注射針の太さに気付かないまま硝子体内に投与した。（他２件）

No.　79
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No.39 6件
持参薬の不十分な確認
～入院の際、持参薬の確認が不十分であったため、患者の治療に影
響があった事例～

患者は、手術目的で転院となった。冠動脈ステント術の既往があるため、入院時から抗凝固剤
（ヘパリン）の持続注入を開始した。前医からの退院時要約には「バイアスピリン、プラビックスに
ついては内服中止」と記載があったが、一包化された持参薬の薬包からプラビックスは除去され
ておらず、バイアスピリンについては除去されているものと、そうでないものとがあった。看護師
は中止する抗凝固剤はバイアスピリンのみであると思い込み、薬包からバイアスピリンだけを抜
いた。薬剤師は持参薬確認表を確認したが、気づかなかった。その後、看護師が内服薬をチェック
した際、手術前に中止するべきプラビックスが一包化された薬袋に含まれていることに気づいた。
主治医は出血リスクが高いと判断し、手術を１週間延期した。（他５件）

No.46 2件
清拭用タオルによる熱傷
～清拭の際、ビニール袋に準備した清拭用タオルが患者の身体にあ
たり、熱傷をきたした事例～

看護師Aが、患者の陰部洗浄を行っているところへ、看護師Bが清拭用の蒸しタオル５枚をビニール袋
に入れて持参し、ベッド上（患者の左側）に置いて清拭を開始した。同時に、看護師BのPHSが
鳴り、他の患者の検査出棟の連絡があり、退室した。その際、看護師Bはタオルがベッド上にある
ことを看護師Aに伝えなかった。その後、看護師Cが検温の為に訪室した際、看護師Aが1人で
ケアを行っていたので一緒に患者ケアを行った。患者を左側臥位にして臀部を洗い、仰臥位に戻
した際に、看護師Cは患者の左大腿部に発赤があり、ベッドの上にビニールに入った蒸しタオルが
あることに気付いた。左側臥位にした際に、蒸しタオルの上に患者の足を乗せたための熱傷と
考えられた。皮膚科医師の診察結果、Ⅱ度の熱傷と診断された。（他１件）

右上７番部分の歯肉の歯牙破折片を除去する予定であったが、エックス線画像上で右上６番に
骨吸収を認めたことで勘違いし、右上６番を抜歯した。当事者は抜歯後に気づき、患者に説明した
上で右上６番の再植を行い、右上７番部歯肉の歯牙破折片を除去した。（他８件）

No.47 9件抜歯部位の取り違え
～歯科において、抜歯部位を取り違えた事例～

退院当日、病室の酸素配管から在宅酸素療法用の酸素ボンベに変更した。携帯用酸素ボンベは
自宅にあったものを家族が持参したもので、退院にあたり看護師は酸素流量は確認していたが、酸
素の残量は医師、看護師、在宅酸素業者、患者とも確認していなかった。院内エレベーターに乗っ
た際に呼吸困難を自覚し、ストレッチャーに臥床させたところ症状は回復したが、退院中止とした。そ
の後、携帯用酸素ボンベの圧力計がゼロであったことが判明した。（他２件）

No.48 3件酸素残量の未確認
～酸素ボンベ等の残量の未確認に関連した事例～
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2012年に報告
された件数

2006年から2011年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.79　2013年6月

３名の患者のホルマリン固定した乳腺針生検の検体瓶が３本一緒に病理に提出された。本来、
検体瓶に病理番号を記載後、検体瓶を番号順に並べるが、先に検体瓶を並べた。この時、並べる
順番をA→B→CとするところB→C→Aと並べ、病理番号を記載した。３つ目の検体Ａの病理申込書
の氏名と検体瓶の氏名が異なることに気付き、検体取り違えが発見された。

No.53 1件病理診断時の検体取り違え
～病理診断において、別の患者の検体と取り違えた事例～

人工呼吸器装着中の患者の口腔ケアの際に、担当看護師は気管チューブの固定を確認した。４０
分後、オムツ交換時に看護師２名で左側臥位へ体位変換を実施した際、人工呼吸器の回路をアー
ムより外していたが、回路の保持が出来ていない状況だったため、気管チューブが抜けた。抜管後、
バッグバルブマスクにて補助換気を実施し、再挿管した。酸素飽和度の変動はなかった。（他４件）

No.54 5件
体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去
～人工呼吸器を装着した患者の体位変換を行った際に、気管チュ
ーブまたは気管切開チューブが抜けた事例～

No.56 1件
ＭＲＩ検査時の高周波電流のループによる熱傷
～ＭＲＩ検査の際に、患者の皮膚と皮膚が接触していたため身体の一
部に高周波電流のループが生じ、熱傷に至った事例～

ＭＲＩ入室時、ＭＲＩ担当の診療放射線技師は患者に金属・義歯・補聴器の有無の確認を行った後、
検査台に仰臥位になってもらった。下腹部には４つ折りのタオルを置き、臍部から大腿部３分の１
まで覆うボディコイルを設置し、検査を実施した。患者の検査衣は寝間着タイプであり、股から
両大腿部にかけてタオルなどは入れなかった。単純撮影終了時に患者から「股の間が熱い」と訴え
あり、診療放射線技師はボディコイルを外し、金属がないか確認をしたが、大腿部内側や股の皮膚
の観察は行わなかった。４日後、再来院した患者から「先日のＭＲＩの時に股が熱く、家に帰り見てみ
ると、熱傷のような跡があった」と言われた。確認したところ、両大腿部内側に３cm大の発赤と
１cm大の褐色の瘢痕を認めた。その後、ＭＲＩの高周波ループによる熱傷であることが分かった。

No.57 13件
ＰＴＰシートの誤飲
～患者が薬剤を内服する際に、誤ってＰＴＰシートから出さずに薬剤
を服用した事例～

看護師Ａは、内服薬７個をＰＴＰシートのままカップに入れたものを弱視の患者に渡した。患者は
いつも薬はＰＴＰシートから出してカップに入っていたので、そのまま口に入れたところ、痛みが
あり吐き出した。そのことを看護師Ｂに伝えたが、看護師Ｂは誤飲したとは考えず、吐き出された
薬剤をＰＴＰシートから出し、個数を確認しないまま投薬した。翌日、患者からこの出来事を聞いた
看護師Ｃが誤飲の可能性を考え主治医に報告した。エックス線撮影をしたところＰＴＰシート様の
ものが映し出され、内視鏡で異物除去を行った。誤飲した薬の数が不明であり、経過観察を要した。
（他１２件）

No.　79

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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2006年から2011年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.79　2013年6月

番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2012年に報告
された件数

１）の番号は、医療安全情報の提供番号を示しています。

◆上記タイトルの未掲載事例につきましては、平成24年年報に掲載いたします。

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

No.58 6件
皮下用ポート及びカテーテルの断裂
～皮下用ポートが埋め込まれている患者において、カテーテルの
断裂が起きた事例～

５年前に左鎖骨下静脈に挿入した抗がん剤治療用の皮下用ポート（現在は使用していない）の
カテーテル部分が断裂し、カテーテルの先端部分が左肺動脈に迷入していた。患者に症状はなか
ったが、癌のフォローアップ目的のＣＴ検査で断裂がわかった。入院し、血管内から摘出した。（他５件）

No.61 2件
併用禁忌の薬剤の投与
～医療用医薬品の添付文書上、併用禁忌（併用しないこと）として
記載のある薬剤を併用した事例～

患者は自閉症で院外処方のオーラップを内服していた。患者が風邪で外来受診した際、医師は
院内処方でクラリスを処方した。薬剤師は院外処方の内容を知らず、患者に薬を渡した。患者が
昼に内服したところ、いつもと異なり傾眠傾向となった。家族からの連絡で確認したところ、クラリス
は、オーラップの併用禁忌であることがわかった。（他１件）
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No.　79

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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膀胱留置カテーテルによる
尿道損傷

膀胱留置カテーテルを留置した際、尿道を損傷した事例が１5件報告されています
（集計期間：２０１０年１月１日～２０１３年５月３１日、第３１回報告書「個別のテーマ
の検討状況」（Ｐ１２６）に一部を掲載）。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.80　2013年7月

No.80　2013年7月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

膀胱留置カテーテルを留置する際、尿の流出を
確認せずバルーンを拡張したことにより、尿道
を損傷した事例が報告されています。

① 尿の流出を確認

③ 膀胱内でバルーンを拡張

② 蒸留水を注入

膀胱 膀胱

尿流出あり

膀胱留置カテーテル留置時の手順 事例のイメージ

2 蒸留水を注入

尿流出なし

3 尿道内でバルーンを拡張

1 尿の流出を確認せず
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事例が発生した医療機関の取り組み

・膀胱留置カテーテルの留置は、十分な長さの挿入を
　行い、尿の流出を確認した後にバルーンに蒸留水を
　注入する。
・尿の流出がない場合は時間を置き、尿の流出を確認
　した後、バルーンを拡張する。

膀胱留置カテーテルによる尿道損傷

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.80　2013年7月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

看護師は、全身麻酔中の患者に１２Ｆｒの膀胱留置カテーテルを挿入した。
膀胱留置カテーテルの留置手順は、尿の流出を確認した後にバルーンに
蒸留水を注入することになっていたが、麻酔科医師は尿の流出を確認しない
まま注入した。テープ固定をする際、尿道口から出血を認めたため、泌尿器科
医師に診察を依頼し、前立腺部尿道の損傷と診断された。止血のため、１８Ｆｒ
の膀胱留置カテーテルを挿入し、予定していた手術を施行した。

事 例

No.　80

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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ベッド操作時のサイドレール等の
すき間への挟み込み

ベッドのサイドレール等のすき間に関連した事例が１２件報告されています。そのうち、
ベッドの操作によりサイドレール等のすき間に患者の身体の一部を挟み込む事例
が５件報告されています（集計期間：２０１０年１月１日～２０１３年６月30日、第１３回
報告書「共有すべき医療事故情報」（Ｐ１４２）、第３３回報告書「再発・類似事例の検討
状況」（P166）に一部を掲載）。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.81　2013年8月

No.81　2013年8月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

ベッドの操作により、ベッドのサイドレール等の
すき間に患者の身体の一部を挟み込む事例が
報告されています。

◆ベッドのサイドレール等に関連した事例には、この他、サイドレールとサイドレールの間に身体の一部
を挟み込んだ事例や、サイドレールのすき間から患者が転落した事例などが報告されています。

挟み込んだ部位
件数

首 下肢上肢
3 １1

事例のイメージ
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医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.81　2013年8月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

ベッド操作時のサイドレール等のすき間への挟み込み

事 例 
看護師は、左肘に創部のある患者を座位にするためにベッドの操作を始めた。
その際、患者の上肢の位置を確認しなかった。看護師がベッドを２０～３０度
上げたところ、患者が「痛い」と訴えた。確認すると、患者の左肘がベッド柵と
マットの間に挟まっており、左肘に貼付している被覆材の内部に血液が滲んで
いた。筋層に達する外傷を認め、医師が縫合した。

厚生労働省及び経済産業省より、「医療・介護ベッド用サイドレール等のすき間
に頭や首、手足などを挟む事故等の未然防止のための安全点検について」※
が発出されています。

事例が発生した医療機関の取り組み

・ベッドを操作する際は、サイドレールのすき間や
 患者の身体の位置を確認してから行う。

○医政総発0606第5号
　老振発0606第1号

障企自発0606第1号
老老発0606第1号

障障発0606第1号
24製安第13号

老高発0606号第1号
平成2４年6月6日付

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/120606-1.pdf

※この通知には、「別添１ 医療・介護ベッド安全点検チェック表」が添付されています。

No.　81

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.82　2013年9月

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医 療
安全情報
No.82　2013年9月

医療事故情報収集等事業

状況

薬剤を内服する際に、ＰＴＰシートから出す
ことなく服用した事例が報告されています。
その多くは、医療者側がＰＴＰシートを１錠に
切り離して患者に渡した事例です。

医療安全情報Ｎｏ．５７（２０１１年８月）「ＰＴＰシートの誤飲」で、4年半の間に１４件の
事例が報告されていることを情報提供いたしました。その後、２年間で類似の事例が
２6件報告されていますので、再度、情報提供いたします。（集計期間：２０１１年
７月１日～２０１３年6月30日、第２３回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１００）
に一部を掲載）。

ＰＴＰシートの誤飲（第2報）

◆ＰＴＰ（Ｐｒｅｓｓ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｐａｃｋａｇｅ）シートとは、薬剤をプラスチックやアルミ等で貼り合わせて
包装したものです。
◆医療安全情報Ｎｏ．５７「ＰＴＰシートの誤飲」に事例イメージのイラストを掲載していますので、
あわせてご参照ください。

件数況状者たし離り切

１錠ごとに切り離した

医療者

患者

21

12

7

2

5

１錠ごとに切り離した
ＰＴＰシートを

薬杯などに入れて
1回分渡した

１回分渡した

自己管理薬として
全て渡した

自己管理薬の
ＰＴＰシートを



127

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.82　2013年9月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

ＰＴＰシートの誤飲（第2報）
事 例1 

病棟では、看護師が与薬する際、ＰＴＰシートから薬剤を取り出して患者に渡すことになっていた。夕食後、
看護師は患者にワーファリンのＰＴＰシートを１錠に切り離し、１回分をそのまま渡した。３０分後に
ナースコールがあり、患者から「ＰＴＰシートごと飲み込んだかもしれない。」と言われた。内視鏡にて
胃内にＰＴＰシートを確認し、摘出した。

事 例2 
患者は内服薬を自己管理しており、PTPシートを１錠ごとに切り離していた。朝食後の薬を服用する際、
散剤の袋の中に３種類の薬剤をＰＴＰシートのまま入れて内服した。２種類は自力で吐き出したが、１種類
は吐き出せずに喉に引っかかっているような症状があった。その後、内視鏡を行ったが胃内の食物残渣
で視界が悪く除去できず、消化器症状に注意し、排出を待つことにした。翌日、排便の際にPTPシート
を排泄した。

・一錠ずつ切り離したＰＴＰシートは、誤飲の危険があることを患者さんに
伝えてください。

総合評価部会の意見

・患者に１回分の薬剤を渡す際は、ＰＴＰシートから薬剤を取り出して渡す。
・患者に、内服の際はＰＴＰシートを切り離さず、シートから薬剤を取り
　出して内服することを説明する。

事例が発生した医療機関の取り組み

公益財団法人 日本看護協会は、「ＰＴＰシートの誤飲防止対策について」
（2013年2月20日）を公表しています。

http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/anzen/anzenjoho.html
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脳脊髄液ドレナージ回路のクランプを開放した際、大気開放されなかった事例が
５件報告されています（集計期間：２００９年１月１日～２０１３年７月31日、第３２回
報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１３６）に一部を掲載）。

脳脊髄液ドレナージ回路のクランプを開放
した際、大気開放されなかったことにより
陰圧となり、オーバードレナージとなった事例
が報告されています。

脳脊髄液ドレナージ回路
を開放する際の誤り

No.83　2013年10月
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ドレナージ回路と排液バッグを指します。

0

事例のイメージ
の部分のみ開放した

の部分は開放しなかった

大気開放するための
クランプが閉鎖されて
いる場合のドレナージ圧
（陰圧になる）

本来の
設定圧

オーバー
ドレナージ

大気開放
なし
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脳脊髄液ドレナージ回路を開放する際の誤り
事 例 1 

看護師Ａは患者の体位変換前に脳脊髄液ドレナージ回路のクランプ４箇所を閉鎖
した。その後、看護師Ａと看護師Ｂは、患者の体位変換を行った。その後、看護師Ｂ
は脳脊髄液ドレナージ回路のクランプ２箇所（患者側およびドレーン側）のみを
開放し、大気開放するためのクランプ２箇所は確認しなかった。１時間後、血圧が
２００ｍｍＨｇ台となり、血性の排液が２００ｍL流出した。

事 例 2 
脳脊髄液ドレナージ中の患者の転棟の際、看護師Ａは脳脊髄液ドレナージ回路
のクランプ４箇所を閉鎖し、消化器外科主治医と転出した。転入先の看護師Ｂは
看護師Ａとドレナージ回路を確認しないまま圧を設定し、ドレナージ回路のクランプ
２箇所（患者側およびドレーン側）のみを開放した。その後、患者の顔面にけいれん
が出現し、血圧が２００ｍｍＨｇ台となり、排液が１５０ｍＬ流出した。脳外科医師
の診察時、大気開放するためのクランプが開放されていないのを発見した。

事例が発生した医療機関の取り組み

・脳脊髄液ドレナージ回路の原理や管理方法の教育を行う。
・脳脊髄液ドレナージ回路のクランプの閉鎖時や開放時は、
 チェックリスト等を用いて確認する。
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薬剤師は処方に疑問を持ったが、疑義照会の
際にその内容が伝わらなかったため、処方が
修正されず過量投与した事例が報告されて
います。

誤った処方の不十分な確認

プレドニゾロンの量の
確認をお願いします。

疑問点が伝わる 疑義照会の例事例のイメージ

処 方 せん

○○ ○○様

プレドニゾロン散 1％ 
1日27g　1日2回　7日分

27g は多いな。
きっと、プレドニゾロン
として27mg だろう。
医師に確認してみよう。

プレドニゾロン散1%の1日量が27gと記載されて
いますが、プレドニゾロンとして270mgとなります。
添付文書上の用法・用量は、プレドニゾロンと
して1日5～60mgですので、量が多いと思います。
ご確認をお願いします。

薬剤師は処方に疑問を持ったが、疑義照会の際にその内容が伝わらなかったため、
処方が修正されず過量投与した事例が３件報告されています（集計期間：２０１０年
１月１日～２０１３年９月30日、第１１回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ６４）
に一部を掲載）。
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誤った処方の不十分な確認

事 例 1 

総合評価部会の意見

事 例 2 

・薬剤師は処方について疑義照会する際、疑問点を明確にする
 ため、疑問内容を具体的に明示して確認する。
・医師は処方の疑義照会を受けた際、薬剤師の照会したい内容を
 理解した上で処方を確認し、回答する。

医師は患者にプレドニゾロンとして1日２７ｍｇを処方する際、プレドニゾロン散１％ １日２７ｇ
（有効成分として２７０ｍｇ） １日２回 ７日間と誤って処方した。調剤薬局の薬剤師は疑義照会
の際、「プレドニゾロンの量の確認をお願いします」と聞いた。病院のスタッフは、ＦＡＸの
処方せんが読みづらいという意味だと思い、電子カルテの処方内容を読み上げた。薬剤師は
疑問が解決しなかったが、そのままの量で調剤し、患者に交付した。患者から薬剤の量が多い
と問い合わせがあり、医師は過量投与に気付いた。

循環器内科医師は、抗凝固療法のため、「ヘパリン２千単位１日１回静脈注射」と口頭で指示
した。リウマチ ・ 膠原病内科主治医は２千単位を２万単位と思い込み、ノボ ・ ヘパリン注
５千単位／５ｍL ４Vを１日１回静脈注射と処方した。院内の薬剤師は疑義照会の際、
「ノボ ・ ヘパリン２万単位の処方量でよろしいですか」と聞いた。薬剤師の照会の意図が伝
わらず、主治医は処方を修正しなかった。静脈注射を実施後、ＡＰＴＴ値が延長し、過量投与に
気付いた。
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移動時のドレーン・
チューブ類の偶発的な抜去

ベッドからベッドへの移動の際、患者に挿入されていたドレーン・チューブ類が抜けた
事例が１１件報告されています（集計期間：２０１０年１月１日～２０１３年１０月３１日、
第１３回報告書「共有すべき医療事故情報」（Ｐ１４２）、第３４回「再発・類似事例の
検討状況」に（Ｐ201）一部を掲載）。
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ドレーン・チューブ類の位置確認が不十分で
あったため、移動の際、患者に挿入されていた
ドレーン・チューブ類が抜けた事例が報告
されています。

◆報告されている11件の事例には手術時の移動の他、入浴時、検査時の移動等の事例があります。
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移動時のドレーン・チューブ類の偶発的な抜去

事 例
患者の頭側に麻酔科医師、右側に看護師、左側に外科医師が立ち、患者を
手術台からストレッチャーに移動しようとした。患者には腹部正中に1本、左右側
腹部に各1本の計3本の排液ドレーンが入っていた。
看護師は、腹部正中と右側腹部の排液ドレーンは安全に移動できる位置で
あることを目視で確認したが、左側腹部の排液ドレーンは患者の左側に立って
いる医師が確認したと思った。全員でドレーン・チューブ類が安全に移動できる
位置であるか確認や声かけをしないまま移動したところ、左側腹部の排液
ドレーンが抜けた。

・リーダー役が主導し、ドレーン・チューブ類が
 抜けない位置にあることを全員で確認する。

事例が発生した医療機関の取り組み
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禁忌薬剤の投与
患者の疾患や病態を把握していたが、医療用医薬品の添付文書上、「禁忌（次の患者
には投与しないこと）」として記載のある薬剤を投与した事例が8件報告されています
（集計期間：２０１０年１月１日～２０１３年11月30日、第２９回報告書「個別のテーマ
の検討状況」（Ｐ１２７）に一部を掲載）。
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患者の疾患や病態を把握していたが、添付
文書上、『禁忌』として記載のあることを知らず、
薬剤を投与した事例が報告されています。

※1 添付文書上の疾患名又は病態はこの他、腎機能障害（軽度障害も含む）、透析患者（腹膜透析を含む）、　　　　
　   重篤な腎障害のある患者などの記載があります。
※2 ティーエスワン配合剤は、配合カプセル、配合顆粒、配合OD錠のいずれが投与されたか不明です。
※3 ネオラミン･マルチV 注射用の添付文書の『禁忌』に｢血友病患者[パンテノール含有のため。]｣
　　と記載されています。

1

2

1

1

1

1

消化管穿孔疑い

パーキンソン病

重度の腎障害・
腎不全※1

グリコラン錠　　　（経口血糖降下剤）

ザイザル錠　（アレルギー性疾患治療剤）

ビジクリア配合錠　（経口腸管洗浄剤）

セレネース注　　　　　　（抗精神病剤）

バリエネマHD７５％
　　　　（ディスポーザブル注腸造影剤）

1血友病 ネオラミン・マルチV 注射用※3

　 （高カロリー輸液用総合ビタミン剤）

疾患名又は病態 投与した薬剤（主たる薬効） 件数

ティーエスワン配合剤※２（代謝拮抗剤）
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禁忌薬剤の投与

・定型化した指示による投薬などの処置は、患者の疾患を確認して
 実施しましょう。
・ビジクリア配合錠の添付文書は、禁忌に｢高血圧症の高齢者｣が
追加改訂されています （2012年2月） 。
・添付文書は改訂されますので、定期的に確認しましょう。

総合評価部会の意見

・患者に新しく薬剤を投与する際は、添付文書の禁忌事項を把握して
処方する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1
パーキンソン病の患者の術後にせん妄があったため、医師はセレネースの筋肉注射を
指示し、看護師が投与した。セレネース注の添付文書上、禁忌事項に「パーキンソン病の
患者」と記載があったが、医師および看護師はそのことを知らなかった。セレネースを
投与後、患者はパーキンソン病による筋強剛が悪化した。
◆セレネース注（抗精神病剤）の添付文書の『禁忌』に、「パーキンソン病の患者〔錐体外路症状
が悪化するおそれがある。〕」と記載されています。

事 例 2
腎不全の患者に大腸ポリープ切除術の前処置として、医師はビジクリア配合錠を処方した。
ビジクリア配合錠の添付文書上、禁忌事項に「重篤な腎機能障害のある患者」と記載があっ
たが、医師はそのことを知らなかった。ビジクリア配合錠を内服した翌日、急性高リン血症、
低カルシウム血症によるテタニー症状をきたした。
◆ビジクリア配合錠（経口腸管洗浄剤）の添付文書の『禁忌』に、「透析患者を含む重篤な腎機能
障害のある患者、急性リン酸腎症のある患者」と記載されています。

No.　86
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医療事故情報収集等事業

足浴やシャワー浴の際に、手袋を装着したまま
湯の温度を確認したため温度確認が不十分
となり、熱傷をきたした事例が報告されてい
ます。

足浴やシャワー浴の際、手袋を装着したまま湯の温度を確認したため温度確認が
不十分となり、熱傷をきたした事例が３件報告されています（集計期間：２０１１年
１月１日～２０１３年１２月３１日、第８回報告書「共有すべき医療事故情報」（Ｐ１３８）
に一部を掲載）。

足浴やシャワー浴時の熱傷

◆報告されている３件は、脳炎による意識障害など意思疎通が十分にできない患者の事例です。

医療機関の取り組みのイメージ図事例のイメージ
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公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

足浴やシャワー浴時の熱傷

事 例 1 
意識障害のある患者に足浴をする際、看護師は手袋を装着したまま湯の
温度を確認し、実施した。その後、患者の皮膚を確認したところ、両下腿
から足底にかけて水疱を形成し、熱傷を生じていた。

事 例 2 
意思疎通がまばたきしかできない患者のシャワー浴をする際、入浴介助者
は手袋を装着したまま湯の温度を確認し、患者の下半身にかけ湯
を実施した。シャワー浴終了時、患者の右大腿部が赤いと感じた。病室に
移動後、皮膚を確認したところ、右側腹部から右下腿と陰のう部に
発赤、下腿の一部に表皮剥離を認め、熱傷を生じていた。

・患者に湯を使用する前に、以下の方法などで湯の温度
を確認する。
　○温度計で測る。
　○実施者の上腕内側の皮膚で確認する。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　87
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2013年に提供した
医療安全情報

２０１3年１月～１２月に医療安全情報No.74～No.85を毎月1回提供いたしました。
今一度ご確認ください。

ルトイタ号番

No.74

No.75

No.76

No.77

No.78

No.79

No.80

No.81

No.82

No.83

No.84

No.85

　手動式肺人工蘇生器の組み立て間違い

★輸液ポンプ等の流量と予定量の入力間違い

　２０１２年に提供した医療安全情報

★ガベキサートメシル酸塩使用時の血管炎（第２報）

★持参薬を院内の処方に切り替える際の処方量間違い

　２００６年から２０１1年に提供した医療安全情報

★膀胱留置カテーテルによる尿道損傷

★ベッド操作時のサイドレール等のすき間への挟み込み

★ＰＴＰシートの誤飲（第２報）

　脳脊髄液ドレナージ回路を開放する際の誤り

　誤った処方の不十分な確認 

★移動時のドレーン・チューブ類の偶発的な抜去 

★のタイトルについては、提供後、２０１3年１２月３１日までに類似事例が発生しています。

No.88　2014年3月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.88　2014年3月
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2013年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.88　2014年3月

患者は鎮痛剤の注射後、傾眠状態であった。看護師は内服薬のＰＴＰシートを
1錠ずつ切り離し薬杯に入れ、後で内服するよう患者に説明した。その後、患者から
「薬をシートごと飲み込んだ。喉のところでつかえている。」と言われ、ＰＴＰシート
を誤飲したことが分かった。

Ｎｏ．８２ PTPシートの誤飲（第２報）

看護師は患者に18Frの膀胱留置カテーテルを挿入した際、尿の流出を確認でき
ないまま、蒸留水をバルブから注入しバルーンを拡張した。その後、尿の流出が
なかったため、バルーン内の蒸留水を抜きカテーテルを抜去したところ、尿道口
から出血を認めた。

Ｎｏ．８０ 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷

◆他の類似事例につきましては、平成２5年年報に掲載いたします。

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

Ｎｏ．７８ 持参薬を院内の処方に切り替える際の
　　　　処方量間違い

患者は、入院時に他院で処方されたヒダントールF配合錠９錠を内服していた。
院内ではヒダントールF配合錠が採用されておらず、持参薬確認表には「ヒダン
トールＤ配合錠＋アレビアチン錠＝ヒダントールＦ配合錠」と記載されていた。
医師は薬剤師に、ヒダントールＦ配合錠９錠の処方量に相当するのは、院内で
採用されているヒダントールＤ配合錠９錠＋アレビアチン錠100mg９錠で
間違いないか確認し、処方した。内服を開始した数日後、患者が構音障害をきた
したため、フェニトイン血中濃度を測定したところ３４．５μg/ｍＬと高値であった。
◆持参薬のヒダントールＦ配合錠９錠（フェニトイン２２５ｍｇ、他）の切替え

 　ヒダントールＤ配合錠９錠（フェニトイン150ｍｇ、他）
　

正）アレビアチン錠　２５ｍｇ３錠（フェニトイン  ７５ｍｇ）
誤）アレビアチン錠１００ｍｇ９錠（フェニトイン９００ｍｇ）+

No.　88
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シリンジポンプの取り違え
複数台使用しているシリンジポンプのうち1台を操作する際、薬剤名を確認しな
かったため、シリンジポンプを取り違えて操作した事例が4件報告されています
（集計期間：２０１１年１月１日～２０１３年２月２8日、第7回報告書「個別のテーマの
検討状況」（P82）に一部を掲載）。

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.89　2014年4月

No.89　2014年4月

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

複数台使用しているシリンジポンプのうち
1台を操作する際、薬剤名を確認しなかったため、
シリンジポンプを取り違えて操作した事例が
報告されています。

取り違えた背景操作した内容
（シリンジポンプ ２）

操作すべき内容
（シリンジポンプ １）

ノボリンＲ注の調製液を
１０ｍＬ早送り

プレドパ注を
１０ｍＬ早送り

ノボ・ヘパリン注の
調製液を２ｍＬ早送り 薬剤名を確認

せずポンプを
操作したカコージン注を

５ｍＬ／ｈへ変更

モルヒネ塩酸塩注射液の
調製液を２ｍＬ早送り

ニトロール注の調製液を
５ｍＬ／ｈへ変更

プレセデックス静注液の
調製液を5mL早送り

ヘパリン注の調製液を
0.5mL早送り



141

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.89　2014年4月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
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シリンジポンプの取り違え

・シリンジポンプを操作する際は、以下の方法で薬剤名等
 を確認する。
 ○指示とシリンジの薬剤名を照合する。
 ○複数人で設定等を確認する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
シリンジポンプを２台使用し、ノボ・ヘパリン注の調製液０．９ｍＬ／ｈと
モルヒネ塩酸塩注射液の調製液２ｍＬ／ｈを患者に投与していた。看護師
は患者の痛みが増強したため、モルヒネ塩酸塩注射液の調製液を２ｍＬ
早送りする際、シリンジの薬剤名を確認せず、ノボ・ヘパリン注の調製液
のシリンジポンプを操作した。早送り後に確認するとポンプを取り違えた
ことに気付いた。

事 例 2 
シリンジポンプを２台使用し、ニトロール注の調製液０．５ｍＬ／ｈとカコージン
注０．５ｍＬ／ｈを患者に投与していた。看護師はニトロール注の調製液の
流量を０．５ｍＬ／ｈから５ｍＬ／ｈへ変更する際、指示簿とシリンジの薬剤名
を確認せず、カコージン注のシリンジポンプを操作した。患者の心拍数、
血圧が上昇したためポンプを取り違えたことに気付いた。

No.　89
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医療事故情報収集等事業

医療材料や医療機器をはさみで切ろうとした際に、誤って別のカテーテル・チューブ
を切断した事例が７件報告されています（集計期間 : ２０１１年１月１日～２０１４年
３月31日、第３６回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ160）に一部を掲載）。

はさみによるカテーテル･チューブ
の誤った切断

医療材料や医療機器をはさみで切ろうとした
際に、誤って別のカテーテル・チューブを切断
した事例が報告されています。

※気管チューブのカフに空気を注入するためのチューブ

長さや大きさ
の調整

カテーテル抜去の
際の固定糸の切断

気管チューブの
固定テープ

中心静脈カテーテルの
固定糸

持続肋間神経ブロックの
カテーテルの固定糸

気管チューブのインフレー
ションチューブ※

気管チューブのインフレー
ションチューブ※

持続肋間神経ブロックの
カテーテル

ガーゼ

気管チューブ

硬膜外カテーテルの
固定糸

閉鎖式気管吸引カテーテル

中心静脈カテーテル

硬膜外カテーテル

2

1

1

1

1

1

誤って切断したもの 件数切断の目的 切断しようとしたもの



143

医療事故情報収集等事業 医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

No.90　2014年5月

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

はさみによるカテーテル・チューブの誤った切断

・はさみを使用する前に、カテーテル・チューブを整理する。
・固定糸を切る際は、カテーテル・チューブの位置を確認
 してから切断する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
患者の気管チューブの再固定を行う際、看護師は４５ｃｍの長さのテープを
準備した。固定したテープが長かったため、看護師が右頬部のテープをはさみ
で切ったところ、一緒に気管チューブのインフレーションチューブも切断した。
直ちに、医師が抜管および再挿管を行った。

事 例 2 
中心静脈カテーテルを抜去する際、医師は刺入部近くの皮膚に縫合された
固定糸を抜糸用はさみで切断したところ、中心静脈カテーテルも一緒に切断
した。胸部・頚部エックス線写真を撮影したところ、右頚部の皮下に中心静脈
カテーテルの断端が存在するのを確認した。その後、局所麻酔下で皮膚小切開
を行い、超音波ガイド下に遺残カテーテルを摘出した。

No.　90
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2006年から2012年に
提供した医療安全情報

201３年にも類似事例が発生しています
番号

1）

タイトル ～内容～

【事例】

2013年に報告
された件数

患者は精神症状の加療目的で、精神科に入院した。他院にて慢性関節リウマチに対しメソトレキ
セート２．５ｍｇが処方されていた。薬剤師は入院時の持参薬チェックを行ったが、患者面談は行わ
なかった。また、診療情報提供書やお薬手帳の持参がなかったため、他院の医師に連絡したが、
週一回の勤務であり、診療情報提供書の作成が遅れた。研修医が患者にメソトレキセートの
用法を確認すると「朝１錠服用している」と返答があったので、入院後、メソトレキセート２．５ｍｇを
連日投与、患者の持参薬を継続と指示した。後日ＦＡＸで診療情報提供書が送られてきたが、研修医
は処方歴を確認しなかった。入院１３日目、看護師が休薬期間のないことに疑問をもち医師に
確認したところ、１２日間メソトレキセート2．５ｍｇを連日投与していたことが分かった。（他１件、医療
安全情報No.45（2010年8月：第2報提供済み））

排便がみられず下腹部痛も出現していたため、当直医の指示で看護師はグリセリン浣腸６０ｍＬを
施行した。排便後、腹痛は改善したが、発熱があり、血液検査ではCRPが上昇していた。疼痛部位
は下腹部であり、下部消化管の感染症などを疑い絶食・輸液管理と抗菌薬の投与を開始した。
翌日、発熱が持続するため造影ＣＴを施行したが、この時点ではfree airに気付かなかった。
発熱は膵嚢胞の感染増悪によるものと疑い、ＥＮＰＤチューブを挿入した。その後、放射線科医師
の読影レポートでfree airの存在が判明し、緊急手術を行ったところ、直腸が穿孔していた。

No.91　2014年6月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.91　2014年6月

No.3 1件グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔
～グリセリン浣腸に伴い直腸穿孔などをきたした事例～

No.2 ２件
抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投与に
伴う骨髄抑制
～抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投与に伴い骨髄抑制を
　きたした事例～
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タイトル ～内容～

【事例】

2013年に報告
された件数
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安全情報

医療事故情報収集等事業 No.91　2014年6月

0歳の患児にシリンジポンプを使用してメイロンを持続投与していた。夜間のため暗く、十分に
刺入部の観察ができていなかった。朝、メイロン投与中の末梢ルートが漏れ、テープ固定範囲から
外れた部分に広範囲に水疱を形成しているのを発見した。皮膚科を受診し、ルート固定テープを
剥がしたところびらんが見られ、プロペトを塗布し経過観察となった。（他３件）

右下肢閉塞性動脈硬化症に対する手術の際、腹臥位であったため、医師は患者の左右を間違えて
左下肢を切開して手術を開始した。そのまま気付かず手術を継続し、へパリンを投与後、左膝窩
動脈を切開しようとしていた。その際、麻酔科医より、「申込書は右下肢だが、左下肢に手術を行って
いる」と指摘を受け、間違いに気付いた。（他１件、医療安全情報No.50（2011年1月：第2報
提供済み））

No.8 2件手術部位の左右の取り違え
～手術部位の左右を取り違えた事例～

主治医は「フロセミド細粒４％ ０．２５ｇ 分１ 朝食後」を処方する際、０．２５ｇ＝２５０ｍｇと換算し、
「フロセミド細粒４％ ２５０ｍｇ 分１ 朝食後」と処方した。院内では「ｍｇ」の処方は力価（有効成分の量）、
「ｇ」の処方は調剤量（製剤の総量）としていたが、医師はそのことを知らなかった。薬剤師は250
ｍｇは と思いカルテの指示を確認したが、「フロセミド細粒250ｍｇ開始」と記載が
あったので、医師へは直接確認せず薬剤を交付した。その後、薬剤科より別患者のフロセミド細粒
４％の処方について問い合わせがあり、主治医は当患者の処方を間違えていたことに気付いた。
（他３件）

頭部ＭＲＩの検査の際、患者は術後で創部ドレナージチューブが留置されており、持続吸引型の
サクションリザーバーが接続されていた。ＭＲＩ検査台へ患者を移乗する際に、診療放射線技師は
ドレーンの存在に気が付いたが、サクションリザーバーがＭＲＩ非対応のものとは知らず、検査の
妨げにならないように足元へ置いた。検査のため、ベッドをガントリ内へ移動したところ、サクション
リザーバーがガントリに吸着した。ガントリの吸着部位が創部と近かったため、ドレーンチューブ
の伸展や位置がずれることはなかった。（他３件）

No.9 4件製剤の総量と有効成分の量の間違い
～製剤の総量と有効成分の量との誤認による事例～

No.10 4件

No.7 4件

ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み
～ＭＲＩ検査室内への磁性体（金属製品など）の持ち込みに伴う事例～

小児の輸液の血管外漏出
～薬剤添付文書上、輸液の血管外漏出に関する危険性の言及の
有無にかかわらず、小児に対する点滴実施の際、輸液の血管外
漏出により、治療を要した事例～

No.　91

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.11 3件
誤った患者への輸血
～輸血用血液製剤を接続する際に、患者と使用すべき製剤の照合
　を最終的に行わなかった事例～

No.15 5件
注射器に準備された薬剤の取り違え
～手術・処置等の際、複数の注射器にそれぞれ薬剤名を表示して
準備していたにもかかわらず、確認を怠ったことにより、取り違
えた事例～

麻酔導入時、麻酔科医は筋弛緩薬のロクロニウムを投与しようとして、昇圧剤のエフェドリン３２ｍｇ
を静脈内投与した。その後、挿管を試みたが挿管チューブが進まず一旦中止した。軽度の咳嗽反射
があり、その直後の収縮期血圧が２４１ｍｍＨｇとなり、ニカルジピンを１ｍｇ投与して降圧した。
再度、筋弛緩薬と思い込んでいたエフェドリンを８ｍｇ誤投与したが、その後は著明な血圧上昇を
認めず挿管した。再び軽度の咳嗽反射を認めるため、投与した薬剤を確認したところ、筋弛緩薬
ではないことに気付いた。（他４件）

患者Ａは出血傾向が強く、赤血球濃厚液を投与していた。看護師は輸血庫より患者Ａの赤血球濃厚液
を取り出す際、血液型が同じ患者Ｂの赤血球濃厚液を取り出して投与した。１０分後にバーコード
認証を行った際に、患者間違いに気付いた。投与前、看護師はパソコンの指示画面で患者氏名は
確認したが輸血票の患者氏名の確認が抜けていた。また、投与前にバーコード認証を行わなかった
ため患者間違いに気付かなかった。（他２件）

No.14 1件
間違ったカテーテル・ドレーンへの接続
～複数のカテーテル・ドレーンが留置されている患者において、輸液等
　を間違って接続した事例～

患者は、腹痛、腹水の貯留があり、腹膜炎を疑い、緊急開腹手術を施行した。腸瘻チューブが腹膜炎
の原因と判断し、腸瘻をボタン式のものに変更した。また、右側腹部に腹腔内ドレーン（プリーツ
ドレーン）を留置した。術後、ＩＣＵに入室して、翌日病棟に帰室した。日勤の受け持ち看護師は、
ＩＣＵからの申し送りで、腸瘻チューブがボタン式に変更になったことを知っていたが、夜勤の看護師
は腸瘻の変更、腹腔ドレーンの留置を認識していなかった。免疫抑制剤を投与する際、腸瘻はボタン式
のため体外にチューブがなく、プリーツドレーンを腸瘻チュ－ブと思い込み、ドレーンに経管栄養用
の三方活栓を接続して注入した。主治医が免疫抑制剤投与により腹痛が増強するという患者の
訴えを家族に聞いた際、誤って注入していることに気付いた。
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No.19 3件未滅菌の医療材料の使用
～誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した事例～

看護師Ａは業者から創外固定ピンを受け取った際、ピンの器械確認書に滅菌依頼の内容が記載
されていたが、滅菌済みの器械であると思い込んだ。手術当日、骨折にて創外固定術施行の患者
に対し、創外固定ピン３本を未滅菌のまま挿入し、手術を終了した。手術終了後の片付けの際、
間接介助看護師Ｂが、挿入した創外固定ピンが未滅菌であることに気付いた。（他２件）

フルダラは５日間連続投与後、２３日間休薬を行う薬であるため、医師はフルダラの投与を行う
際、１週間後に来院してもらう予定でフルダラ以外の薬を７日分、フルダラを５日分処方した。
その際、患者に１週間後に来院できないと言われたため、２週間分の処方に変更し、処方箋を患者
に手渡した。２週間後、患者が来院した際に、フルダラが５日分×２（週間）となり１０日分処方され
ていたことに気が付いた。

研修医はリスパダールを処方する際、単位を「ｇ」から「ｍｇ」に変更する必要があったが変更しな
かった。そのため、リスパダールを１．５ｍｇ処方のところを１．５ｇと処方した。薬剤部からの疑義照会
はなく、患者に交付された。翌朝になっても患者が覚醒しないため、指導医が処方を確認し、誤り
に気付いた。

患者は右片麻痺があり、四肢冷感のため、湯たんぽを２つ使用し温罨法を行っていた。患者は
左手を使用して湯たんぽを動かすことは可能であり、麻痺側の冷感のため湯たんぽに足を
乗せている時もあった。看護師が清拭、更衣を行った際に、右踝に４ｃｍ大の水疱が２つ形成
されているのを発見した。（他３件）

No.17 4件湯たんぽ使用時の熱傷
～湯たんぽを使用した際、熱傷をきたした事例～

担当医師から診療放射線技師へ口頭で放射線治療の中止を伝えた。技師は放射線治療科の
医師に中止を伝えたつもりであったが、実際には伝わっていなかった。そのため、中止したはずの
放射線治療が３回実施された。担当医師は技師への口頭指示のみで、中止の指示オーダを
出していなかった。

No.20 1件
伝達されなかった指示変更
～関連する部署に指示変更が伝わらなかったため、変更前の指示が
　実施された事例～

No.23 6件処方入力の際の単位間違い
～処方入力の際、薬剤の単位を間違えたことにより過量投与した事例～

No.22 1件化学療法の治療計画の処方間違い
～化学療法の際、治療計画の実施を間違えて投与した事例～

No.　91

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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医師はバンコマイシンをオーダする際、「バンコマイシン２５ｍｇ投与」のコメントとして、
「バンコマイシン１Vを生理食塩液４ｍLに溶解、２ｍL使用」と誤って記載した。看護師は、指示通り
バンコマイシン１V（０．５ｇ）を生理食塩液４ｍLで溶解し、そのうち２ｍLを投与した。バンコマイシン
２５ｍｇの予定に対して、１０倍量の２５０ｍｇの投与となった。（他10件）

患者は造影剤使用により、気分不快や血圧低下等アレルギーの既往があった。ＩＣＵのシステム
にはオイパロミン（ヨード系造影剤）は禁忌薬剤に入力されていたが、診療支援システムには
アレルギー情報は入力されていなかった。その後、造影剤を使用したCTを実施したところ、患者
はアナフィラキシーショックを発症した。

No.30 1件
アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与
～診療録の決められた場所に薬物アレルギー情報の記載がなかった
ため、禁忌薬剤を投与した事例～

患者の左前腕の末梢静脈血管ルートから、メインはビーフリード５００ｍＬ、その側管からガベキサート
メシル酸塩注射用１００ｍｇ ６Ｖ＋５％ブドウ糖液５００ｍＬが投与されていた。夕方、看護師が刺入部
観察のため訪室すると軽度の発赤があるように見えた。血液の逆流も確認できなかったため、点滴
を一旦中止し当直医師へ報告した。その後、医師は１％キシロカインとデキサートを発赤部へ
皮下注射し、デルモベート軟膏塗布後ガーゼ保護を行い冷却を続行した。（医療安全情報No.77
（2013年4月：第2報提供済み））
※　第２報（No.77）では、血管外漏出の他、それに関連する血管炎も対象とした「ガベキサートメシル酸塩使用時
　　の血管炎」にタイトルを変更し、かつ、添付文書の「用法・用量に関する使用上の注意」に記載されている濃度
　　を超えて使用した事例を対象としています。

No.33 1件
ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出※

～ガベキサートメシル酸塩を投与する際、輸液が血管外へ漏出し
　何らかの治療を要した事例～

No.29 11件小児への薬剤１０倍量間違い
～小児に対する処方の際、薬剤量を１０倍間違え、過量投与した事例～

硬膜下水腫の手術に対し、医師はエタノールを含む消毒薬を使用し皮膚の消毒を行った後、滅菌
シーツで覆い、創部をイソジン入り被覆フィルムでシールし、左側の頭皮を４ｃｍ程切開した。
その後、皮膚の出血を電気メスで止血中、突然後頭部付近から火が上がり、直ちに覆布を外した
ところ、後頭部に敷いた紙オムツと毛髪が燃え上がった。執刀医と助手の医師２名が両手で火を
たたきながら、生理食塩液で消火した。高濃度のエタノールを含んだ消毒薬が紙オムツ・毛髪か
ら気化し、滅菌シーツ内で溜まった状態で電気メスを使用したため引火したと判断した。（他１件）

No.34 2件電気メスによる薬剤の引火
～電気メスの使用により薬剤に引火し、患者に熱傷をきたした事例～
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患者は川崎病冠動脈瘤の既往があり、入院前よりバイアスピリンを継続内服していた。ＰＣＩ目的
で入院した際、患者は外来で処方されたバイアスピリンを持参していなかったが、医師はバイア
スピリンを持参して継続内服しているものと思い込んでいた。入院翌日、ＰＣＩを施行し問題なく
終了した。術後６日目に運動負荷心筋シンチを施行し、ＰＣＩ前にみられた心筋虚血は改善していた。
シンチが終了し、病室に帰室した際に胸痛を自覚し、検査を実施したところ、急性心筋梗塞と診断
され緊急ＰＣＩを施行した。その際、入院後はアスピリンを内服していないことが分かった。（他１件）

番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2013年に報告
された件数

2006年から2012年に提供した医療安全情報医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業 No.91　2014年6月

No.39 2件
持参薬の不十分な確認
～入院の際、持参薬の確認が不十分であったため、患者の治療に
　影響があった事例～

患者の病衣が汚染したため清拭し更衣をする際、看護師は清拭タオルをビニール袋に入れたもの
を患者のベッド足元の布団の上に置いた。更衣と体位変換を行い、患者の足元を見ると左足の
上に清拭タオルが載っており、発赤、皮膚剥離を認めた。

No.46 1件
清拭用タオルによる熱傷
～清拭の際、ビニール袋に準備した清拭用タオルが患者の身体にあたり、
　熱傷をきたした事例～

患者は矯正歯科クリニックにて歯科矯正治療中であり、矯正の障害になっていた両側下顎埋伏智歯
の抜歯のため当院を紹介され受診した。右下８番の智歯を抜歯し、抜歯後異常なく経過していた。
２０日後、創部の経過観察のためエックス線撮影をしたところ、右下８番の智歯ではなく右下７番を
誤抜歯していたことを発見した。患者の右下８番の智歯は完全に埋伏し、右下７番の歯冠の
一部が口腔内に露出している状態であったため、右下７番を右下８番の智歯と誤認した。（他６件）

No.47 7件抜歯部位の取り違え
～歯科において、抜歯部位を取り違えた事例～

患者Aと患者Bの生検材料を薄切した際、複数人の検体を水槽の一つの区切りの中に浮かべた。
そのため、薄切をスライドグラスに貼り付ける際に、患者Aの検体を患者Bのスライドグラスに、
患者Bの検体を患者Aのスライドグラスに貼り付けた。病理診断部医師は、担当医から聞いている
情報と検査結果が合わないことから取り違えに気付いた。（他３件）

No.53 4件病理診断時の検体取り違え
～病理診断において、別の患者の検体と取り違えた事例～

No.　91

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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気管チューブの固定テープの貼り替えを行った後、看護師３人（役割分担は決めず、Ａ看護師
は患者の右側頭付近、Ｂは右側足元、Ｃは左側中央）でおむつ交換と仙骨の処置をするために右側
臥位にしようと試みた。気管チューブは呼吸器回路に接続されており、アームから外した回路を
保持しなかった。右側臥位にしたときに仙骨のハイドロサイトの汚染があったため一旦仰臥位
にした。看護師Ａが患者の処置物品を取るために患者から目を離し後ろ向きになった後、
看護師Ｂが「あぶない」と言った。看護師Ａが振り返ると気管チューブが１０ｃｍほど抜けて
いた。（他６件）

No.57 12件
ＰＴＰシートの誤飲
～患者が薬剤を内服する際に、誤ってＰＴＰシートから出さずに薬剤
を服用した事例～

PTPシートの誤飲を防止するため、内服薬を投与する際には看護師がPTPシートから錠剤を出し、
内服薬専用のケースに配布することになっていた。４人部屋の患者に配薬する際、看護師は４人
中３人の患者にPTPシートから取り出した眠前薬を配ったが、最後の患者にはシートのまま薬剤
３錠を薬ケースに入れてしまった。患者はそのまま３錠を一度に内服し、その後、喉の違和感を
訴えた。主治医に報告後、食道に引っかかっていた３錠を内視鏡にて除去した。食道粘膜が軽度
損傷していることが分かった。（他１１件、医療安全情報No.82（2013年9月：第2報提供済み））

No.58 13件
皮下用ポート及びカテーテルの断裂
～皮下用ポートが埋め込まれている患者において、カテーテルの断裂
　が起きた事例～

患者は化学療法１２クール目の施行予定であった。ポートに穿刺後、前投薬滴下時に患者より
ポート上部から鎖骨付近までの前胸部の腫脹 ・ 違和感、上肢の腫脹 ・ 疼痛の訴えがあり、投与を
中止した。胸部エックス線を撮影したところ、中心静脈カテーテルが断裂し、心臓内へ迷入して
いることが確認された。（他１２件）

No.59 2件
電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷
～電気メス等の使用の際に、電気メスペンシルを収納ケースに収納
　していなかったことにより、熱傷をきたした事例～

膵腫瘍切除術の際、患者の体の上に置いてあった電気メスペンシルの手元スイッチ部に介助医の
手が当たった。通電した電気メスの先端が患者の右下腹部に接触していたため、５×２ｍｍ大の
熱傷をきたした。熱傷部は縫合閉鎖した。（他１件）

No.54 7件
体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的
な抜去
～人工呼吸器を装着した患者の体位変換を行った際に、気管チューブ
　または気管切開チューブが抜けた事例～
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全身性エリテマトーデスで当院に通院中の患者に、医師は免疫抑制剤のイムラン５０ｍｇ ２錠／日
を処方していた。定期検査で尿酸値が高く、治療のためフェブリク錠をオーダリングで処方し、
患者は院外薬局で薬を受け取り内服を開始した。翌月の定期受診時、血液検査は問題なかったた
め、継続でフェブリク錠を処方した。その後、患者はめまい、ふらつき、労作時の息切れ等の症状
が出現した。外来の血液検査の結果、貧血であることが分かり治療のため緊急入院となった。
入院後、イムラン投与中にフェブリク錠を併用したことによる骨髄抑制のための貧血症状である
ことが分かった。

No.61 1件
併用禁忌の薬剤の投与
～医療用医薬品の添付文書上、併用禁忌（併用しないこと）として
　記載のある薬剤を併用した事例～

患者は、２０年前に完全房室ブロックにて永久ペースメーカの植込み術を受けていた。担当医は
患者にＭＲＩの指示を出したが、オーダ時に金属類の有無はチェックしなかった。看護師はペース
メーカを挿入している患者はＭＲＩ検査が受けられないことを知っていたが、患者が該当するとは
気付かなかった。朝、放射線科から連絡があり、担当看護師は患者をＭＲＩ室に搬送した。診療放射線
技師より金属の有無について聞かれ、担当看護師は「ない」と答えた。検査終了後、チームリーダー
看護師は患者がペースメーカを挿入していることに気付いた。

No.62 1件
患者の体内に植込まれた医療機器の不十分な確認
～患者の体内に植込まれた医療機器の確認が不十分なまま、
　ＭＲＩ検査を実施した事例～

２年前、深部静脈血栓症と診断されて入院した患者に、血管外科医師ＡがＣＴ撮影を依頼した。
放射線科の読影で「ＲＣＣ（腎細胞癌）の可能性ありダイナミックＣＴの推奨」と記載があったが、
入院中は誰も所見を確認しなかった。その後、患者は退院し、医師Ｂのもとで外来通院となった。
1年半後、医師Ｂが異動のため、外来担当医が医師Ｃに代わった。医師Ｃが依頼したＣＴ撮影の
放射線科読影で再度「ＲＣＣ」と書かれていたが、外来を代診した医師Ｄは撮影したＣＴの血管だけ
確認し、読影結果を十分に確認しなかった。その５ヵ月後、老年病内科医師ＥがＣＴの読影結果に
気付き、泌尿器科に連絡した。（他３件）

No.63 4件
画像診断報告書の確認不足
～画像検査を行った際、画像診断報告書を確認しなかったため、
　想定していなかった診断に気付かず、治療の遅れを生じた
　可能性のある事例～

No.　91

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.69 5件
アレルギーのある食物の提供
～患者の食物アレルギーの情報が伝わっているにもかかわらず、
　栄養部から誤ってアレルギーのある食物を提供した事例～

入院時、医師はアレルギー食「牛乳禁、乳製品禁」の食事オーダを入力した。翌朝、パンが配膳
されたため、母親から「食パンの牛乳は大丈夫か」と確認があった。看護師が委託栄養士に「牛乳
アレルギーの患児は、食パンを食べても大丈夫か」と確認すると、「牛乳は入っていないから大丈夫」
と返事があった。その後、委託栄養士は病院栄養士に電話で確認した。２０分後、委託栄養士から
「牛乳は入っていないが脱脂粉乳が入っていた」と病棟へ電話連絡があったが、すでに患児は
食パンを８割摂取した後であった。患児は蕁麻疹、呼吸困難が出現し、内服と吸入を行い、１５分後
に症状は消失した。（他４件）

No.70 1件
手術中の光源コードの先端による熱傷
～手術中、電源が入ったままの光源コードの先端を患者のサージ
　カルドレープの上に置いたことにより、熱傷を生じた事例～

医師は、尿管結石に対し鏡視下で手術を行った際、電源の入った光源を患者の腹部に置いた。
清潔シーツが焦げているのを麻酔科医師が発見し確認したところ、患者は５ｍｍ大のⅢ度の熱傷
を生じていた。器械出しの看護師は医師が光源を外したことに気付いたが、次の手順の準備を
行っていたため余裕がなく、またルール通りに医師が外回り看護師に光源をスタンバイの状態に
するよう声をかけると思っていた。

No.71 7件
病理診断報告書の確認忘れ
～病理検査の結果報告書を確認しなかったことにより、治療が
　遅れた事例～

呼吸器科受診時、気管支炎は改善しているものの「体重が戻らない」と患者より訴えがあり、消化
器内視鏡センターに上部消化管内視鏡を依頼し、同日実施した。内視鏡の所見は「胃癌」であり、
生検が行われた。その際、２年半前にも内視鏡検査を施行していることが分かり、その時の
結果が「腺癌」と病理診断されていたことが分かった。当時内視鏡検査を依頼した主治医が病理診
断結果を確認することを忘れていた。（他６件）

No.72 1件
硬膜外腔に持続注入する薬剤の誤った接続
～硬膜外腔に持続注入すべき薬剤を、誤って静脈カテーテルに
　接続して投与した事例～

患者より「点滴の先端が外れている」とナースコールがあり看護師は訪室した。確認すると、ＰＣＡ
ポンプのルートの先端が外れていることが分かった。看護師は、外れた先端の付近に末梢静脈点滴
の三方活栓があり、清拭後であったことから、末梢から投与している点滴の側管のＰＣＡポンプの
接続が外れたのだと思い込み、アルコール綿で消毒し、そのまま接続した。 翌日、別の看護師が
硬膜外からのＰＣＡポンプが末梢静脈点滴ルート側管に接続され、硬膜外チューブの先端が開放
された状態であることに気付き、接続間違いが分かった。
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番号
1）

タイトル ～内容～

【事例】

2013年に報告
された件数

１）の番号は、医療安全情報の提供番号を示しています。

◆上記タイトルの未掲載事例につきましては、平成2５年年報に掲載いたします。

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

No.73 1件
放射線検査での患者取り違え
～放射線検査での患者氏名の確認が不十分であったため、患者を
取り違えて検査が行われた事例～

患者Ａは、頭部ＭＲＩ検査の予定で検査室に向かっていた。患者Ｂは放射線科で受付を行い、ＣＴ室
の前で待つよう言われた。ＣＴ検査に呼び込む際、診療放射線技師Ｘは同じ時間帯に受付を行い
検査室に向かっていた患者Ａに「Ｂさんですか？」と声をかけた。患者Ａが「はい」と応答したため、
技師Ｘは患者Ｂだと誤認し、点滴ルート確保の場所へ案内した。その後、看護師は、技師Ｘが患者
を連れてきたため患者確認を行わず、点滴ルートを確保した。点滴ルート確保後、技師Ｙが患者Ａを
CT室内に案内し、技師Ｘと技師Ｚが検査のセッティングを行った。その際、技師Ｙも患者Ｂであると
思い込んでおり、改めて患者確認を行わなかった。セッティングを行う際、患者Ｂの名前で何回か
声かけをしたが、その際に患者Ａは名前が違うと言わなかった。ＣＴ検査実施後、消化器内科に行く
ように案内したところ、患者Ａから脳外科を受診していると言われ、患者間違いに気付いた。

No.　91

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.92　2014年7月

医療事故情報収集等事業

医療ガス配管設備のアウトレットにホースアセンブリを接続していない人工呼吸器を
装着したため、患者に影響があった事例が4件報告されています（集計期間：２０１１年
１月１日～２０１４年５月31日、第13回報告書「個別のテーマの検討状況」に一部
を掲載）。

人工呼吸器の配管の接続忘れ

公益財団法人 日本医療機能評価機構

医療ガス配管設備のアウトレットにホース
アセンブリを接続していない人工呼吸器を
装着したため、患者に影響があった事例が
報告されています。
事例1のイメージ

？？

ホース
アセンブリ

医療ガス配管設備の
アウトレット
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〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

人工呼吸器の配管の接続忘れ

事 例 2
患者は気管切開を受け人工呼吸器を使用していた。ＰＥＧ造設のため透視室に搬送する際、手動で換気
しながら移動した。透視室に入室後、携帯型人工呼吸器を装着した。その後、急に患者のＳｐＯ２と
意識レベルが低下し、けいれん発作が出現した。看護師が携帯用人工呼吸器を確認したところ、酸素
のホースアセンブリをアウトレットに接続していないことに気付いた。

事 例 1
患者は短時間の移動以外は人工呼吸器を使用していた。透析室には、患者が使用している人工呼吸器を
持参し使用した。血液透析が終了後、自発呼吸用人工鼻に酸素３Lを投与しながら、装着していない
人工呼吸器と一緒に患者は病室に帰室した。医師がその人工呼吸器の電源を入れたところ、すぐに
アラームが鳴ったが、消音ボタンを押したのみで、そのまま患者に装着した。２分後、患者に眼球上転、
四肢のけいれん、顔面チアノーゼが出現し、呼名反応はなかった。看護師が人工呼吸器を確認した
ところ、酸素と空気のホースアセンブリをアウトレットに接続していないことに気付いた。

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

・人工呼吸器の基本的な原理や、アラーム発生時の確認と対応方法
について教育・研修を行いましょう。
・人工呼吸器の装着および再装着時に作動を確認する際は、チェック
 リストなどを使用しましょう。

総合評価部会の意見

・人工呼吸器のホースアセンブリを医療ガス配管設備のアウトレット
　に接続し、作動点検したのち、患者に人工呼吸器を装着する。
・人工呼吸器を装着後、医師や看護師は、設定どおりに作動して
 いることや、患者の胸郭の動きを確認する。

事例が発生した医療機関の取り組み

No.　92

薬剤 治療・処置 療養上の世話医療機器等 検査輸血 カテーテル・
ドレーン その他
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No.93　2014年8月

医療事故情報収集等事業

腫瘍用薬のレジメンの登録を行った際、内容を間違えて登録し、患者に投与された事
例が４件報告されています（集計期間：２０１１年１月１日～２０１４年6月30日）。
この情報は、第２５回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ９３）で取り上げた内容
を元に作成しました。

腫瘍用薬のレジメンの登録を行った際、内容を
間違えて登録し、患者に投与された事例が報告
されています。

公益財団法人 日本医療機能評価機構

腫瘍用薬のレジメンの
登録間違い

予定した
登録内容疾患名 登録した

薬剤 間違えて登録した内容

小細胞肺
がん

投与
日数

用法

単位

投与量

6日間 5日間

1000mg／m2／回
を３週間毎に１回
投与

カンプト
点滴静注

注射用
メソトレキ
セート

注射用
エンドキサン

（詳細不明）

100mg／m２ 50mg／m２

／m２ ／body

急性骨髄性
白血病

前立腺
がん

侵入奇胎

1000mg／m2／回
を週１回を３週間
投与、４週目は休薬
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
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腫瘍用薬のレジメンの登録間違い

・レジメン管理を担当する医師または薬剤師は、新規登録するレジメンの申請書に
添付されている文献等に記載された内容と照合してから登録する。
・登録したレジメンの内容を、申請した医師とレジメン管理担当薬剤師で確認した
　うえで、運用を開始する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1

事 例 2

電子カルテ移行に伴う新システム導入の際、以前実施されていた肺がん抗がん剤の全レジメンを薬剤部で入力を行
い、診療科が内容を確認する作業を行った。「小細胞肺がんにおけるCBDCA（パラプラチン注射液）＋CＰT-11（カン
プト点滴静注）併用療法」の登録の際、カンプト点滴静注の投与量が５０ｍｇ／ｍ２のところ、１００ｍｇ／ｍ２になっている
ことに気付かず登録した。その後、登録されていた「CBDCA＋CＰT-11の併用療法」のレジメンで処方したため、患者
に予定量の２倍のカンプト点滴静注を８日間投与した。次のコースについて検討するにあたり再度投与量を確認したと
ころ、カンプト点滴静注が過量に投与されたことに気付いた。

総合評価部会の意見
・腫瘍用薬のレジメンの登録間違いは、患者に重大な影響を与える可能性があります。
・レジメンの作成時や登録時には、チェックリスト等を使用し、記入漏れや間違いが
ないことを確認しましょう。
・最終登録をする直前には、６Ｒ※を参考に、登録内容が正しいことを再度確認しま
　しょう。
※正しい患者（Right patient）、正しい薬剤（Right drug）、正しい目的（Right Purpose）、正しい用量（Right dose）、
　正しい用法（Right route）、正しい時間（Right time）です。

医師は「絨毛性疾患に対するメソトレキセート療法」を申請した際、単位の「／ｂｏｄｙ」を記入しなかった。化学療法委員会で
新規レジメンを検討する際に、単位の未記入を確認しないまま承認した。薬剤師は、新規レジメンを登録する際に
レジメンに「／ｂｏｄｙ」の記載がなかったが、添付文書の確認や申請した医師への問い合わせを行わず、「／ｍ２」と登録した。
その後、登録されていた「絨毛性疾患に対するメソトレキセート療法」のレジメンで処方したため、「／ｍ２」で計算が行わ
れ、患者に予定量の１.５倍の注射用メソトレキセート４５mg／日を５日間投与した。投与後、口内炎、骨髄抑制、発熱性好中
球減少症、脱毛などの副作用が強く原因を調べたところ、登録されたレジメンに間違いがあったことに気付いた。
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医療安全情報Ｎｏ．１０（２００７年９月）「ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の
持ち込み」で、２年半の間に２件の事例が報告されていることを情報提供いたし
ました。その後、７年間で類似の事例が２０件報告されていますので、再度、情報提供
いたします。（集計期間：２００７年４月１日～２０１４年7月31日）。この情報は、第３３回
報告書「再発・類似事例の発生状況」（Ｐ１５７）で取り上げた内容を元に作成しました。

ＭＲＩ検査室に、磁性体（金属製品など）を持ち
込んだ事例が再び報告されています。その多く
は、医療関係者が持ち込んだ事例です。 

持ち込んだ人 件数

医療関係者 16件

患者 4件

◆患者が持ち込んだ４件の事例で持ち込まれた磁性体は、磁性アタッチメント構造の義歯、
　耳孔内に入れたボタン型電池、携帯電話、補聴器です。

＜医療関係者が持ち込んだ磁性体＞

酸素ボンベ 　　　　　　　　　　5件
輸液ポンプまたはシリンジポンプ 　2件
アンクルウェイト 　　　　　　　２件
ストレッチャーと酸素ボンベ架台 　1件
新生児用ベッド　　　　　　　　１件
点滴スタンド　　　　　　　　　１件
モニタ　　　　　　　　　　　　１件
体内留置排液用のドレナージバッグ　１件
髪留め　　　　　　　　　　　　１件
清掃器材　　　　　　　　　　　１件

いずれもガントリに吸着しています。

ＭＲＩ検査室への磁性体
 （金属製品など）の持ち込み
（第２報）

No.94　2014年9月
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〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.med-safe.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
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ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第２報）

・ＭＲＩ検査室の入室直前に、磁性体の持ち込みがないことを確認する仕組み
 を作りましょう。

総合評価部会の意見

・診療放射線技師が磁性体の持ち込みがないことを確認したのち、患者または
 医療関係者はＭＲＩ検査室へ入室する。
・ＭＲＩ検査室に磁性体を持ち込まない工夫をする。
　　○磁性体の確認や移乗のための前室（スペース）の確保
　　○金属探知機（柵型、携帯型）の導入
　　○ＭＲＩ対応型の備品（酸素ボンベ、ストレッチャー等）の使用

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
医師は日常的にトレーニング用のアンクルウェイト（１．３ｋｇ 鉄粉）を装着し、業務を行っていた。
ＭＲＩ検査のため、患者に付き添いＭＲＩ検査室に入室する際、アンクルウェイトを外さな
かった。検査終了時、医師は患者対応のためＭＲＩ装置のガントリの近くに立ったところ、
右足のアンクルウェイトがガントリ本体に吸着した。

事 例 2 
シリンジポンプで患者に投与していたヘパリンを、MRI検査中も継続投与するよう医師
より指示があった。看護師は、MRI検査室へ医療機器の持ち込みが禁忌であることは
知っていたが、ガントリに近づけなければ大丈夫だと思った。看護師は延長チューブで点滴
ルートを長くしたうえで、シリンジポンプを点滴台から外し、患者を車椅子でＭＲＩ検査室に
移送した。ＭＲＩ検査室内に入室したところ、シリンジポンプが一気にガントリに吸着し、破損した。
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セントラルモニタの
送信機の電池切れ

セントラルモニタの送信機の電池が切れていたため、生体情報がセントラルモニタに
送信されず、患者の状態の変化に気付かなかった事例が４件報告されています
（集計期間：２０１１年１月１日～２０１４年8月31日）。この情報は、第３８回報告書
「個別のテーマの検討状況」（Ｐ159）で取り上げた内容を元に作成しました。

No.95　2014年10月
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セントラルモニタの送信機の電池が切れていた
ため、生体情報がセントラルモニタに送信され
ず、患者の状態の変化に気付かなかった事例
が報告されています。

患者Aの病室

事例1のイメージ

ポーン・・・・
　　　・・・・ポーン・・・・

患者Ａ

患者B

患者C

患者D

患者Ａ

患者B

患者C

患者D

電波切れ

電池交換
電池交換

電波切れ

ナースステーションの
セントラルモニタの表示
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※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
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セントラルモニタの送信機の電池切れ

・送信機の電池残量やセントラルモニタ画面の表示を意識して確認し、
電池残量が少ないことに気付いた場合は直ちに電池を交換する。
・継続して使用している送信機の電池は、曜日を決めて定期的に
　交換する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
朝、看護師は患者の血糖測定を実施し、会話を交わした。その際、心電図の送信機の電池表示
は確認しなかった。１時間後に訪室した際に、顔色不良、口角から唾液様の流出液を認め、
血圧測定不能であった。セントラルモニタの履歴を確認したところ、訪室する５０分前より
電波切れであったことが分かった。送信機の電池残量が少なくなると、セントラルモニタ画面に
『電池交換』と表示され、アラーム音が「ポーン・・・」と鳴る。さらに電池切れになると、セントラル
モニタ画面に『電波切れ』と表示され、送信機から生体情報が届かなくなる。モニタリング
されていなかった間、夜勤看護師全員が他の患者のケアを行っており、電波切れに気付か
なかった。

事 例 2 
夜間、看護師は患者に睡眠導入剤を投与後、呼吸抑制が生じるおそれがあったため、ＳｐＯ２
の値や呼吸状態に注意していた。しかし、送信機の電池の残量表示は確認していなかった。
数時間後、看護師がセントラルモニタの画面で送信機の『電波切れ』の表示に気付き訪室
したところ、患者の呼吸が停止していた。『電池交換』の表示がされる際、セントラルモニタ
から２０秒に１回「ポーン・・・」というアラーム音が鳴るが気付かず、『電波切れ』の表示にも
気付くのが遅れた。
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患者
Ｂ薬袋

 ：

患者
Ａ伝票

 ：

インスリン注入器の
取り違え

インスリン注入器を使用して患者にインスリンを投与する際、別の患者のインスリン
注入器と取り違えた事例が２件報告されています（集計期間：２０１１年１月１日～
２０１４年9月30日）この情報は、第２０回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ83）
で取り上げた内容を元に作成しました。
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インスリン注入器の患者名の記載が不十分、
または氏名の記載がなかったため、別の患者の
注入器と取り違えた事例が報告されています。

事例1のイメージ 事例2のイメージ

事例
インスリン注入器への氏名の記載場所

背景 取り違えの
内容患者Ａ 患者Ｂ

記載あり／注入器
のキャップのシール

記載あり／注入器
のキャップのシール

患者Ａと患者Ｂの
キャップが入れ替
わっていた 患者Aに患者B

のインスリンを
投与

１

２ 記載なし／ 
伝票と一緒に保管

記載なし／
薬袋に入れて保管

氏名の記載がない
注入器が患者Aの
ものか確認しなか
った

注入器のキャップに氏名の記載あり 注入器に氏名の記載なし

ノボ
ラピッ

ド注

フレッ
クス
ペン

ノボ
ラピッ

ド注

フレッ
クス
ペン

患者
B

患者
A

ヒュー
マログ

　　　
　　　

　　　
ミック

ス50注
カート
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マログ
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インスリン注入器の取り違え

・キャップをはずしても患者名がわかるよう、インスリン注入器の本体
に、患者の氏名を記載する。
・投与前に、患者氏名、患者のインスリン注入器、注射指示書を必ず
確認する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
患者Ａにヒューマログ注カート３単位を皮下注射する指示が出ていた。看護師Ｘは注射伝票
で指示を確認後、インスリン注入器を確認したところ、患者Ａの氏名が書かれたキャップの本体
にヒューマログミックス５０注カートのカートリッジが付いていた。指示とは違うインスリンで
あったため、指示受けをした看護師Ｙに「これで大丈夫？」とインスリン注入器を見せた。
看護師Ｙはキャップに書かれた氏名を見て「大丈夫」と答え、看護師Ｘは患者Aにヒューマログ
ミックス５０注カートを皮下注射した。複数の患者のインスリン注入器をまとめて保管していた
際に、患者Ａと患者Ｂのインスリン注入器のキャップが入れ替わっていた。

事 例 2 
夜、患者Ａに翌朝からノボラピッド注フレックスペンを注射する指示があり、夜勤看護師Ｘは
薬局より受領した。未使用の注入器は伝票と一緒に輪ゴムで止めて保管することになっており、
氏名のシールを注入器に貼付せずそのまま保管した。患者Ｂのノボラピッド注フレックスペン
は、インスリン注入器に患者名のシールを貼付せず、患者Ｂの薬袋に入れて保管していた。
当日の朝、看護師Ｘは血糖値の測定後、患者氏名のないノボラピッド注フレックスペンを
患者Ａのものと思い込み、使用した。その後、日勤看護師Ｙが、患者Ａのノボラピッド注フレックス
ペンが使用された形跡がないことに気づき、誤って患者Ｂの製剤を使用したことが分かった。
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肺炎球菌ワクチンを接種する際、対象者の年齢が決められていることを知らず、製剤の
選択を間違えて接種した事例が２件報告されています（集計期間：２０１１年１月１日
～２０１４年１０月31日）。この情報は、第２３回報告書「個別のテーマの検討状況」
（Ｐ１０６）で取り上げた内容を元に作成しました。

肺炎球菌ワクチンの
製剤の選択間違い

肺炎球菌ワクチンは、製剤によって接種対象者
の年齢が決められています。

接種対象者の年齢

名
剤
製

 

※１

プレベナー１３
水性懸濁注

（沈降13価肺炎球菌
結合型ワクチン）

ニューモ
バックスＮＰ

（肺炎球菌ワクチン）

歳
2

時
生
出

※１ ＰＭＤＡ「医療用医薬品の添付文書情報」より（平成２６年11月17日現在）
※２ 平成２６年６月２０日に６５歳以上に接種適応を拡大した。

歳
6

２ヶ月齢以上
６歳未満

65
歳

65歳以上※2

２歳以上

◆ニューモバックスＮＰの添付文書の『接種不適当者』に「２歳未満の者では、含有される莢膜型
抗原の一部に対して十分応答しないことが知られており、また本剤の安全性も確立して
いないので投与しないこと。」と記載されています。

◆報告された事例２件は、２歳未満の小児にニューモバックスＮＰを接種した事例です。
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公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

肺炎球菌ワクチンの製剤の選択間違い

・院内で実施している予防接種の種類、製剤の販売名、対象年齢
の一覧表を掲示する。
・医師は対象者毎に肺炎球菌ワクチンの処方オーダを行い、
　薬剤師は鑑査を行ってから払い出す。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
０歳２ヶ月の患児の母親から、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンを同時接種希望の予約が
入った。予約を受けた外来看護師は、肺炎球菌ワクチンに接種対象年齢によって種類がある
ことを知らず、患者の年齢を記載した予約票に「ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン」と記載し、
薬剤科にワクチンを申し込んだ。担当薬剤師も肺炎球菌ワクチンに製剤ごとに接種年齢の
区別があることを知らず、業者に「肺炎球菌ワクチン」と発注した。接種当日、外来看護師は、
薬剤科からヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンを受け取り、医師の診察後に接種した。約１ヵ月
後、患児の母子手帳にニューモバックスＮＰのロット番号が貼られていると他院より連絡が
あった。カルテを確認したところ、プレベナーを接種すべきところ、ニューモバックスＮＰを
接種していたことが分かった。

事 例 2 
医師は、自治体からの予防接種事業で肺炎球菌ワクチンの接種を行う際、２歳未満の小児に
はプレベナーを接種するという認識がないまま、肺炎球菌ワクチンの払い出しを依頼した。
薬剤師は接種対象者の年齢を確認しないまま、ニューモバックスＮＰを払い出した。医師は
０歳６ケ月、０歳７ケ月、０歳１０ケ月、１歳５ケ月の計４名の児にニューモバックスＮＰを接種し、
ワクチン製剤の費用の請求書を自治体に提出した。その後、自治体から２歳未満の小児に
ニューモバックスＮＰを接種していると連絡があった。

No.　97
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急速静注が禁止されているカリウム製剤を、静脈ラインから急速静注した事例が
5件報告されています（集計期間：２０１１年１月１日～２０１４年１１月30日）。この
情報は、第１９回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ７1）で取り上げた内容を元に
作成しました。

カリウム製剤の
投与方法間違い

間違えた
投与方法

カリウム製剤の急速静注は禁止です。

※プレフィルドシリンジ型製剤から注射器に吸い取り、急速静注した事例です。

投与した
カリウム製剤

１アンプル
中の量

予定した
投与方法 数件量たし備準

Ｋ.Ｃ.Ｌ.点滴液15％
（40mEq／20mL）

ＫＣＬ補正液
1mEq／mL

ＫＣＬ注
20mEqキット※

アスパラカリウム注
10mEq

1Lm02

1

1

2

20mL 5mL

10mL

20mL10mL

1キット中
20mL

生理食塩液
（20mL）
で希釈
計40mL

シリンジポンプ
を用いて
微量持続注入

点滴内に混注

◆カリウム製剤の添付文書には、「カリウム製剤を急速静注すると、不整脈、場合によっては
　心停止を起こすので、点滴静脈内注射のみに使用すること。」と記載されています。

急速静注
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
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カリウム製剤の投与方法間違い

・投与指示（投与量、投与方法、投与速度）のルールを守る。
・薬剤マスタのカリウム製剤名に「点滴専用」や「要希釈」などと記載
 する、カリウム製剤の払い出し時に製剤と一緒に「急速静注禁止」の
　紙を入れる、など注意喚起を行う。
・プレフィルドシリンジ型製剤の剤形の目的を理解し、使用時は注射器
 に吸い取らない。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
医師はシリンジポンプで５ｍＬ／ｈで持続投与を意図し、「ＣＶ内頚 側管１ Ｋ.Ｃ.Ｌ.点滴液１５％
（４０ｍＥｑ/２０ｍＬ）＋生理食塩液（２０ｍＬ）１日３回」と指示したが、投与速度、投与方法の指示は
していなかった。看護師はアンプルに記載してある『点滴専用 薄めて点滴』という表示を見て、
指示内容を確認するため手術室に電話した。手術室看護師に「オーダ通りに投与していいか」と
手術中の医師に聞いてもらったところ、医師はシリンジポンプを使用すると思っていたため、
「いいです」と返答があった。看護師は指示通りに調製し、モニタを見ながら中心静脈ラインの
側管からカリウム製剤の調製液を注入した。残量が６ｍＬのところでＳｐＯ２低下のアラームが鳴った
ため、注入を中止した。

事 例 2 
上級医は「患者の補液（ソルデム３Ａ）に、ＫＣＬ１０ｍＬ追加」と口頭で指示した。看護師は、ＫＣＬ注
２０ｍＥｑキット（プレフィルドシリンジ型製剤）に専用針を付けず、注射器に１０ｍＬ吸い取って
研修医に渡した。研修医は、カリウム製剤の投与は初めてであったため不安になり、上級医に
「静注でいいですか」と確認したところ、「やっておいて」と回答があった。研修医は、静脈ラインの
側管に注射器を接続し、ＫＣＬ注１０ｍＬの注入を開始した。

No.　98
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胸腔ドレーンの挿入または胸腔穿刺の際、患者の体位や身体の向きを誤り、左右を取り違えた事例が
8件報告されています（集計期間：２０１１年１月１日～２０１４年12月31日）。この情報は、第３４回
報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１７４）で取り上げた内容を基に作成しました。

胸腔ドレーン挿入時の左右の取り違え

胸腔ドレーンの挿入または胸腔穿刺の際、左右を取り
違えた事例が報告されています。全て、処置直前に部位
の確認を行わなかった事例です。

◆報告された事例8件は、胸腔ドレーンを挿入した事例が7件、胸腔穿刺をした事例が１件です。

事例1のイメージ

左、左・・・・

２

左気胸だな

１
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
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胸腔ドレーン挿入時の左右の取り違え

・画像や同意書などに基づいて、医師と介助につく看護師で
　患者名・穿刺の位置・処置時の体位を確認する。
・処置直前に画像を見て、穿刺予定位置と照合する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 2 
外来診察医師Ａと病棟担当医師Ｂは、左気胸の診断にて入院した患者の画像で
ドレーン挿入予定位置を確認した。2時間後、処置室が使えなかったため病室で行う
ことにした。処置を行いやすくするため、患者の頭側と足側を反対にした。その際、
医師は左右を勘違いし、左側臥位にして右第２肋間にマーキングをし、ドレーンを挿入
した。ドレーン先端位置確認のため胸部Ｘ線を撮影したところ、誤って右側に挿入した
ことが分かった。

事 例 1 
左気胸の患者に胸腔ドレーンを挿入することになった。普段、患者は座位で待って
おり、処置直前に体位を整えるが、今回は医師が診察室に入室すると、すでに患者
は右側から処置をする向きでベッドに仰臥位になっていた。医師はその向きが
正しいと思い込み、右胸部にマーキングし、ドレーンを挿入した。その後、ドレーンの
エアリークがないことに気付き、誤って右側に挿入したことが分かった。

No.　99
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2014年に提供した
医療安全情報

２０１4年１月～１２月に医療安全情報No.86～No.97を毎月1回提供いたしました。
今一度ご確認ください。

ルトイタ号番

No.86

No.87

No.88

No.89

No.90

No.91

No.92

No.93

No.94

No.95

No.96

No.97

★禁忌薬剤の投与

★足浴やシャワー浴時の熱傷

　２０１3年に提供した医療安全情報

　シリンジポンプの取り違え

★はさみによるカテーテル･チューブの誤った切断

　２００６年から２０１2年に提供した医療安全情報

　人工呼吸器の配管の接続忘れ

　腫瘍用薬のレジメンの登録間違い

★ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第２報）

　セントラルモニタの送信機の電池切れ

　インスリン注入器の取り違え 

　肺炎球菌ワクチンの製剤の選択間違い 

★のタイトルについては、提供後、２０１4年１２月３１日までに類似事例が発生しています。

No.100　2015年3月
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公益財団法人 日本医療機能評価機構
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看護師は、手浴・足浴を行うためバケツに湯を準備し、病室で洗面器に移し替
えた。その際、温度計は使用せず、手袋をしたまま湯の温度調節を行った。
洗面器に患者の左手を入れたところ皮膚が赤くなったため、直ちに洗面器から
出した。皮膚の状態を確認したところ、表皮剥離を認めた。その後、皮膚科医師
が診察し、Ⅱ度の熱傷と診断された。

Ｎｏ．８7 足浴やシャワー浴時の熱傷

◆他の類似事例につきましては、平成２6年年報に掲載いたします。

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.med-safe.jp/

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部

パーキンソン病の患者が興奮状態となった際、パーキンソン病患者に対して
セレネースが禁忌であったことを忘れ、鎮静のためセレネース注を投与した。

Ｎｏ．８6 禁忌薬剤の投与

◆以下の類似事例が発生しています。

 ドレナージシステムを留置して
いる患者にＭＲＩ検査を行った。ＭＲＩ室の検査台に座ってもらったところ、
リザーバー（スタンダード型）がガントリの方向に引っ張られたが、首にさげた
ポシェットにバッグを入れていたため、ドレーンが抜去されることはなかった。
リザーバーには「ＭＲＩ等では使用しないで下さい　金属のバネを使用して
います」と記載されていたが、ポシェットに入っていたため文字が見えな
かった。

No.94 ＭＲＩ検査室への磁性体（金属製品など）の
　　　　持ち込み（第２報）

No. 100
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