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Osakataro

いつも使ってます！
2019年12⽉1⽇に⽇本でレビュー済み
ここ何年か仕事で使⽤していますが，いつも買うときはこの商品です．

1⼈のお客様がこれが役に⽴ったと考えています
役に⽴った |コメント | 違反を報告

mori1031m

お勧めしません
2020年2⽉1⽇に⽇本でレビュー済み
買わない⽅が良いと思います．すぐ壊れました．



この講習会の目的

ヒヤリ・ハットについて
1.早期発見
2.適切な措置（リスク低減）

インシデント

アクシデント



この講習会の目的

人工呼吸器のヒヤリ・ハット事例に着目

事例分析・検討
・未然防止策
・リスク低減策

人工呼吸器の
安全確保

（公財）日本医療機能評価機構

（独）医薬品医療機総合機構



大阪府薬事審議会医療機器安全対策推進部会
1. ヒヤリ・ハット事例の検討

 （公財）日本医療機能評価機構 事例検索ページ
 2017年10月～2018年12月
人工呼吸器 で検索
 147件について検討

2. 人工呼吸器の使用実態調査の実施
 2019年10月 呼吸に関するセミナー（大臨工）
 141名にアンケート調査
看護師：41.8%
臨床工学技士：50.4％

分析と検討の手法



事例1 人工呼吸器の立ち上げができなかった

他の人工呼吸器は未点検のまま…
普段は，創意工夫で立ち上げていた…
いざとなったら立ち上がらない.

CE到着後，立ち上がるまで1時間弱

ある総合周産期母子医療センターのNICUでの出来事



ヒヤリ・ハット概要と対策案①

人工呼吸器の立ち上げに時間がかかった

使用時の手順が決められていない

チェック項目が決まっていない

[対策]
 開始手順や点検手順などを活用
 従事者への教育や定期的な訓

練の実施．



アンケート調査より
Q. 人工呼吸器取扱いに関する課題は？
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出典：Hodges, E., et al, Anaesthesia 67.8 (2012): 850-854.

Anaesthesia 2012, 67, 850-854.
Emergency capnography monitoring: comparing ergonomic design of intensive 
care unit ventilator interfaces and specific training of staff in reducing time to 
activation.

緊急時呼気CO2モニターを素早く立ち上げれるか？
3ヶ月のトレーニング前後で比較．NS: 8名，MS: 5名，ME: 1名
４５％の従事者（６年使用） 120秒以内 ✖

16%の従事者 トレーニング後，120秒以内 ✖

後継機の方が，前後ともに立ち上げ時間が早かった．

8年使用 その後継機
未使用



予備の人工呼吸器が点検されていない

使用後の機器を点検せず放置．
病棟に置く使用前機器は，点検済機器とみなすルール

がなかった．

ヒヤリ・ハット概要と対策案②

[対策]
 必ず使用できる台数の決定
 点検済（使用可）などを表示
 使用可能機器の設置場所の

決定



事例2 アラームに気づかなかった

病棟で人工呼吸器管理中
回路外れアラーム

担当看護師
別患者の処置中
アラームには気づけない…
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ヒヤリ・ハット概要と対策案①
人工呼吸器アラームが聞き取れない状況
人工呼吸器などのアラームが，常に聞き取れる位置

に職員が配置されていない．

ナースステーションも遠い

担当看護師
別患者の処置中
アラームには気づけない…

[対策]
病棟で管理する場合，アラームが常に聞こえる位置

で管理する．
アラーム音を大きさを考慮する．



ヒヤリ・ハット概要と対策案①
日本臨床工学技士会

医療スタッフのための人工呼吸療法における安全対策マニュアル

12頁 病室や隔離室で管理する場合
病室入り口から容易に人工呼吸器の表示パネル

が確認できるような配置が望ましい．
動作音や警報音が常に看護詰め所などで確認

できる重複チェックシステムを工夫する．
出典：日本臨床工学技士会，医療スタッフのための人工呼吸療法における安全対策マニュアルVer 1.10



院内研修会では，
機器の使用方法以外に…
機器の特有のアラーム
アラームの音，間隔
アラームを鳴らしてみる
アラームの意味

PCPSのアラーム音



ヒヤリ・ハット概要と対策案②
緩みからの回路外れ

〇 回路は手で外せる箇所は外れやすい



ヒヤリ・ハット概要と対策案③
呼気二酸化炭素濃度（または分圧）を装着する

呼気を連続的に測定
呼吸数
換気の指標
気道確保の指標
有効な胸骨圧迫の指標
心拍再開の指標

ETCO2モニター



呼気二酸化炭素濃度（または分圧）を装着する

呼気を連続的に測定
ベッドサイドモニター から

↓
セントラルモニター へ

ヒヤリ・ハット概要と対策案③



アンケート調査より
Q. ETCO2の測定は？ Q. ETCO2を測定している場所は？
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ETCO2モニターの反応

呼吸停止
回路外れ ETCO2

SpO2

ECG
心停止

1-3分後

1分後

0秒

出典：日本光電工業（株）院内用ベッドサイドモニター勉強会資料より一部改編

1呼吸ごとに測定
反応速い

呼吸停止から反映
低下まで時間かかる

手遅れに近い



重複アラームの工夫
日本臨床工学技士会

医療スタッフのための人工呼吸療法における安全対策マニュアル

12頁 病室や隔離室で管理する場合
動作音や警報音が常に看護詰め所などで確認

できる重複チェックシステムを工夫する．
出典：日本臨床工学技士会，医療スタッフのための人工呼吸療法における安全対策マニュアルVer 1.10

人工呼吸器回路外れアラーム ETCO2無呼吸アラーム



事例3 在宅からの持込み機器

在宅用人工呼吸器の酸素コネクタからのリーク



ヒヤリ・ハット概要と対策案①

酸素コネクターが正しくささっておらず，
酸素供給が不十分だった．

在宅用人工呼吸器の酸素供給接続部の違い

[対策]
 在宅用機器を使用する場合，手順と確認方法を

決めておく．
 知識が豊富な人が立ち会う．
 取扱い方法の研修を行う．その後，使用する．



小児および全年齢の在宅人工呼吸器比率の推移
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在宅人工呼吸患者の比率

年度 ⼈⼯呼吸 医療的
ケア児

⼈⼯呼吸
⽐率

2008 264 9403 2.8%

2009 1403 9967 14.1%

2010 655 8438 7.8%

2011 468 10413 4.5%

2012 844 13968 6.0%

2013 1330 10702 12.4%

2014 2502 14803 16.9%

2015 1928 13488 14.3%

2016 2337 15788 14.8%

2017 2743 16475 16.6%

2018 3069 17078 18.0%
出典：平成28年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業

「医療的ケア児に対する実態調査と 医療・福祉・保健・教育等の連携に関する 研究」の中間報告
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・使い方不明
・使った事がない機種
・取扱説明書がない
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アンケート調査より
Q.在宅から持込まれた人工呼吸器の困った事例は？
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事例4 機種による異なる開始手順

スタンバイ



換気再開の手順の違い

テストラング，挿管チューブ
に接続すると再開

[アンケート調査より]
Q.人工呼吸器は，
何種類ほど使用していますか？
1位 2-4種類
2位 5種類以上
3位 1種類



ヒヤリ・ハット概要と対策案①

スタンバイのままで，患者から離れた．
機種により換気再開手順が違う
離れる際の安全確認が不足していた

[対策]
換気再開手順の作成
従事者への教育内容に再開手順を取り入れる
人工呼吸中患者の観察手順 など

使用中はスタンバイにしない
ETCO2モニターの装着



※決められた手順の作成
※その手順の順守

ヒヤリ・ハット概要と対策案①

人工呼吸器装着患者の観察項目
① 患者の胸郭の動き
② 呼吸音
③ ベッドサイドモニターの確認
④ 人工呼吸器の確認



まとめ

ヒヤリ・ハット事例 ⇒未然防止策，リスク低減策
各病院の特徴やクセなどを考慮して対策を立てる

1. ETCO2モニターの病棟での使用
2. 在宅人工呼吸器の使用方法などの対策強化
使い方不明，使った事がない機種，取説ない

3. 各人工呼吸器の特徴の理解
実際に触るスタッフへの教育の考慮

（内容，アラームなど）
4. 人工呼吸器観察手順の作成，手順の順守徹底


