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医療を100点満点で採点する試み
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|壁学部識義(101人）を「医12｣, 2013年度の法

学部誰侭(136人）を「法13｣,医学部講義(111

人）を「医13」として4グループで合計520人

の採点1,li采について検討した．

はじめに

医療の評illi方法として，医旅を100点澗点で採

点した点数と，その採点根拠としてのコメントに

ついて検討.したl)2). 2012年度と2013年度の新

潟大学における医学部の「|“（法制」 （医学部医

学科4年生が必修） と法学部の「法医学-2」 （法

学部をI|!心に，経済学部，腱学部，教育学部, _lPf:

部の2～4年生が選択）の識義の受講生を対象

に．診療関連死モデル1f難の151f例について100

点満点で採点をしてもらった3). ll本医療安全I淵

査機構のホームページ (hUl)://www.medsafe.jp)

上に2014年9月までにi;1illliが終j'した187例の

評価報告TI｝の概要があり， この! |'から選んだ15

例の事例概災のPDFファイルをiff料として配ｲli

した．特に，採点雄準を示さずに, ｢100点満点で，

60点以上を合格とする」という条件のみで採点

してもらい，採点根拠としてのコメントを添付し

てもらった‘')．

2012年皮の法学部荊樋（172人） を「法12｣，

15例の事例概要

日本医旅安全調1ｲ機枇のホームページ上

(http://www.medsaie.jI))では， 』IF例の報告順に

187邪例に1I『例番号をつけられている． このうち，

事例-10,州列-15, plf例-16, 71i例-19,事例-23,

事例－24，刎列-45, nli例-50, ｣|ド例-54,事例-56,

事例-61, -'l#例-70, 1f例-87, rlI例-92,事例-95

の15例を選んだ． ﾘ例概要には，診旅の経過，死

因，解(ll結果，医学的舟､ドilliなどが記II晩されている

が，苫式は必ずしも統･されておらず，評illi内容

やその表現にも述いがある．配布したIlf例概要の

中からその概略を， 「診旅の状況｣， 「死lfl｣, ｢IIM

題点」として下記に示す．なお, llI職は, 520人の

採点結果から各41#例の､|え均点の商い順とした．
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2．事例-87 ：50歳代男性：鼻出血の救急外来

帰宅後の死亡

(1)診療の状況

靴出血を訴えて病院救急外来を受診し， l11当医

により両側鼻腔にメロセル11, （医療川スポンジの

一繩）を柿人後に帰宅し，翌!WI,自宅で死亡して

いるのが発兇された．

(2)死因

死|大Iは鼻腔からの流下血液を含む胃lﾉ1容物の気

道内への誤嚥および高度な両lliiiうっ血・浮IIIIによ

る窒息（呼吸機能障害)．

(3)問題点

鼻出血の大部分は鼻腔前方に位置することが知

られており， また，鼻腔前方を閉鎖することによ

って，呼吸困難を引き起こしたり，咽頭への1m液

流下を増悪させたりする可能性も低いことから，

今回行われた「IIIj側鼻腔の前方に詰め物をして圧

迫止血をはかる」という処悩が行なわれることが

多く，今nlの処樅は妥当なものであった．経過観

察のために，救急外来での処|〃後に患者を入院さ

せることもあるが，一般的に，鼻出血後の経過観

察のためだけで入院させることはない．医師は翌

IIの耳鼻lllkll喉科受診を指示しており，看誰師から

は鼻の詰め物は取らないように， また翌H必ず耳

"IIMI喉科を受診するように脱Iﾘ1がなされていた．

経過観察という点で救急外来における鼻出血心者

に対する一次治療としては，妥当な処置，指示が

施行されたものと考えられる．

解剖時のIII中アルコール淡度が0.63mg/ml,尿

中アルコール汲度が1.53mg/mlと高値を示し，

中等度ないし商皮の酩酊状態であったといえる．

l .事例-56 :60歳代男性：心臓カテーテル検

査中の心停止

(1)診旅の状況

高度左宝肥大，冠動脈形成術およびステント治

旅の既往のある高度冠助脈疾忠,陳III'性心筋梗塞

などの心|幟疾患に加えて, lm液透析治旅中の慢性

腎不全を有する症例である．深夜からI伽揃を繰り

返したために翌朝救急IIiで当該病院救急外来を受

診し，不安定狭心症の診断のもと，心|脳カテーテ

ル検査を|ﾙl始したが血圧低下と徐脈，心室細動に

つづいて心停lkをきたした．電気的除細勁，心マ

ッサージなどの蘇生術を施行しながらもショック

の原因としての解離性大助脈瘤の可能性を考えて

胸部造影CTを行ったが否定的であり，同日夕方

死亡を確認した．

(2)死|火l

死因は，高血圧および'腎不全に起因すると思わ

れる高度左室肥大に加えて，商度な冠助脈狭窄病

変による不安定狭心症・非SI､上昇型心筋梗塞の

合併により， うっ血性心不全発症とそれに続発し

た心原性ショックから心停止に至った．

(3)問迦点

高度左室llu大，冠動脈形成術およびステント治

療の既往のある高度冠動脈疾患で，陳lll性心筋梗

塞などの心臓疾患に加えて，血液透析治療中の慢

性腎不全をｲ『しており，ハイリスクな状態であっ

た．高度冠肋脈障害，陳IH性心筋梗塞，冠動脈形

成術既往に加え，腎不全に対する慢性I汗透析を行

っており，助脈硬化性心腎疾患としては末期の状

態で約4年|H1にわたり当該施設で加旅を受けてき

た．処置，治療は不安定狭心症の初期治療として

標準的なものであり，妥当なものである．その後

の対応も，亜症心疾患発生時の救急救命処満とし

て特に問迦はなく，亜症心疾悠を扱う大学病院と

しての標堆的な診断と治旅が行われていた．ただ

し，病状説Iﾘlに対する説Iﾘlが十分でなかったと考

えられ，緊急とはいえ検在の目的などについての

説明が必要であり，特に，高度な左室肥大に重症

冠動脈疾心を合併した本症IWllでは，いつでも急変

の可能性があることを群段から説明しておくべき

であった．

＄・事例-10 :40歳代女性：肺動脈腫瘍塞栓症

（血管内腫瘍増殖）

(1)診療の状況

右大腿部の渦|脱肉腫に対して広範切除術及び血

W;l'}建術が行われた．約9ヵ月後に，下大静脈内

に再発増hIIIしたIIII瘍の離|折遊離組織から致死的肺

肋脈幹塞栓症をきたして死亡した．

(2)死因

死因は， ル|鋤脈枠塞栓症である．血管吻合部か
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ら血管内に1'i発した渦膜肉ll'iは, ll!m淵l識とlil栓

が下大櫛脈内を満たし，その先端部が破|断してllili

動脈幹に塞栓した．

(3)問題点

手術方法としては, lilW秘杣を併川した悠肢洲

存手術が選択されたが，現ﾊ;の隙唯的な泊旅法で

あり，十分な切除縁のある広範切除術で，放射線

治療を行わなかったのも妥当であった．術前化学

療法により脈甥縮小効果が兇られたが，切除標本

における壊ﾀ率が50%以1ざでありｲｲ効とは､ ll断

されなかった． しかし，化学旅法が衿効しなくと

も生命予後を改善させるとする報告があり，本例

に術後化学旅法が行われたことは妥当であった．

本例の腫瘍の血管内墹殖様式は極めて特異であ

り，血管内での服甥jW殖を予illllすることは肘雛で

あった．術後の局所再発の検索範|＃|は，術前の1K

瘍の画像診断上の位i趾から決定されるのが一般的

であり， この点でC病院による術後MRIの撮影

範囲は妥当なものといえる．余身のWI'i像を経過側

察として広範IIIIに搬れぱ． まれなIIIIj魏'l発なども

検出可能であるが,CI､では被I雌の|H1題があり，

MRIは検査の斌雑さのために一般にはi了われて

いない．

6月~1ざ旬，外来受診IIキ「右足のむくみがひどく

なった」 「右人腿上部からli(従部にlil将が浮き上

がってきた」と|兎帥に不安を訴えており， この訴

えがあった|簾に造影CT搬影を行っていれば, ll'li

塞栓症による突然死を避けられた可能性はある．

しかし，本例のような特異な再発をきたした脈癌

の根治的治療は不可能であり，死亡を避けられた

可能性はきわめて低い．

出lilと:牙えられた．全身的なリスク評価の後，翌

年1 11上旬にW全摘術, llu'礎卿II術を施付された

が．脾臓からの出血があり脾'1戯が摘出された． ’11

11堕後，排液柵;から出1mがあり, lil脈が低下したこ

とから111|ﾙlllI，止111状態をi'i雌認された．術後2

時iHlで麻酔終了，約311*|ﾊl後，摘棟でll乎吸停止．

心停11号状態となった．鰊′|晶処|〃が施行され，心ｲ''1

はIII1復したが，対光反射はi認めなかった．その後，

集中治旅室に秘り, 'E(性iIIW瑚不全, .E(性ll,lil"jif，

全身性炎症性反応症恢群，柵'li性1m管内凝IM症候

群に対する沿旅がけなわれた．意識レベルの改蒋

はほとんどみられず，脳波はほぼ平jllであった．

術後約1ヵ'二lのCT(コンピューター断＃,i搬彩検

査）で猟の肝1脚郡と診'析されたが，転秘は急激に

墹大，術後5"l 1でﾀ亡された．

(2)死|kl

子術後l'fl股停止にfったと推定されている． し

かし，そのljil犬|を示す解剖所兇を認めない. IIXIIM

炎，低雌蕊IIIM症，その他多ll胤器ｲ《全は，心停止に

よる朧血・低駿糸の影禅に加えて，二次的な|臓器

機能陳'ilfによると考えられる．

(3) 181題点

手術!|1にIII1職からの出Ⅲlがあり, ll:lilに難渋し，

手術時|ﾊlが踵ll#lll1に及び, lllllll,tも,E(激に噸え，

雌終的に脾臓を摘出し, IIIIILIItが5,000mlに及ん

だ． 111い段階で脾臓摘出を選択すれば，乎術時間

の短縮, 1IIIIILIItの減少に奇jj･できた可能性もある

が，現場での､ l1断がｲ《適切であったとは言えない．

1年前に， 上I.胤科でin症のIII剛〈時無呼吸症候群と

診断されていたが,f術時に， このII睡眠時無呼吸

症候群についての配1世がなかったことも問題であ

る．いずれにせよ，ハイリスクな状態での手術を

行ったIIII:後に心llilil';'l上状態となっていたが，特に

lHl魎となる|児旅のｲﾐ具合はli陥泌されていない．た

だし，ハイリスクな状態でのf術ということが，

本人や家族に仏わっておらず，手術についてとり

わけ大変なものではなく,f術時lll1は211filll半く

らいのI1縦的手術とi認識していた．術前．術後の

獅態の認I識において，灰燗llllと悠州!!llで食い速い

があり，手術適応から，ハイリスクlﾉ1容と起こり

うる詳細な合|脈症などを，心背とその家族に分か

4．事例-61 :70歳代男性：胃がん手術直後の

心停止

(1)診療の状況

進行胃描に対するW全摘術後に心llili停ll吾とな

り，蘇′k処if!稜も意識のll'l似がみられず, 5"l l

後に死亡したIjf例. 1211'1!1'j,進行W癖の治療の

ため，他院より紹介され受診、 ノ,ﾐ半身麻郷， ノE~|､、

肢しびれ，言語障審があり，歩行器使川の状態で

あった．貧血が認められ，その原lﾉjは間撫からの
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りやすく説Iﾘlしておく必要があった． た．

(2)死lil

DICやⅢ1球食食症候群を伴う手術後のﾙll御|水|雛

な出Ⅲlによる出lil'|'|§ショック．

(3)問迦点

手術はクリーンルーム（熊1鼎i治旅室）で行われ

ており，感染対策についても辿術すべきことは行

われており，結果的に，不､|*にも術後の感染が起

こってしまったといえるが，厳iliな雌繭手術の徹

底に努める必要がある．経過!'1，貧血状態が続い

ておI),手術後にいずれも貧Ⅲlが悪化していたこ

とから，手術'l'の輪lllだけで対応するのではなく，

これまでの知期|H1での数lmlに及ぶ手術による侵聾

や，商齢ということなどをふまえ,f術前に輸血

などを行って予め貧血をもう少し改渉してから，

手術を行った方がよかった．上記のような改善点

があり，より良い咲療に向けての努力が必要であ

った．

5．事例－54 ：60歳代男性：十二指腸穿孔後の

敗血症

(1)診旅の状況

悠者は，雅礎疾心として，心ｲく全， ｜間不全があ

り，緊急入院激H前よりあった打季llﾉﾉ部揃が徐々

に増強し，近医の処|側では椛快しないために当該

病院に紹介された. ll[職炎ないしは総胆補;結{iを

最も疑い，亜篤なj,§礎疾胆を持つことから早急に

経内視鏡的な診'析と処i〃を要すると判断し，入院

当日夜に十二指腸内視鏡検代を実施したが， '一二

指腸穿孔(Vater乳頭部対lllll)を起こした. lﾉﾘ視

鏡的穿孔|#l鎖は速やかにかつ適切に行われた．そ

の数H後から，後腹順炎，敗lI症からその後徐々

に肝機能障害が進行して，忠行は，およそ2ヵ11

後に多臓器不全に陥り，死亡に至ったものである．

(2)死因

急性広汎性肝壊死，心筋壊死， ‘急性気祷支lli炎，

びまん性llili胞傷害，サイトメガロウイルス性llili炎，

両側副腎壊死等から多臓器不全に陥り死亡したも

のと考えられた．

(3)問題点

外科的ドレナージの遅れが|H1題となったが，

CT検査は，穿孔当ロと翌llに行われた後，全身

状態の悪化が見られた第9病日まで行われておら

ず，再穿孔や膿瘍形成を前提として，より頻1回|の

画像検査が望ましく，額|皿|に臨床検ffを行ってい

れば，もう少し早期に外科的ドレナージが行えた．

慢性将不全を有することで, 11'ill蝋の脆弱性があり，

ハイリスク症例として，術者の選定を伽Itにすべ

きであった．

7．事例－70 ：6()歳代女性：失神発作の救急外

来と肺血栓塞栓症

(1)診旅の状況

持続する低IIIII;,失神および女(の速くなる感じ

を主訴に深夜救急外来を受診した．当II'[医が翌日

の外来受診を指'パしたところ，葱!"i'i尖発作を起

こしたため,Miffll的で紫E!人院となった．入院

後，酸素吸入群を行ったが状態は改沸しなかった．

頭部Cr,MRI等の検在を行い，更にIIM部・心エ

コー，ホルダー心地IXIの皇1＄定をしていた．入院3

II II早刺l, 「苦しい」と訴えた後,心ll,li停止状態と

なった．心臓マッサージ群の心肺蘇′k術を施行し

たが, Inl復せず，家族立ち食いのド，死亡確認し

た．

(2) ダビlkl

急性llili雅栓縦

(3) ｜Al題点

救急受診IIｷのめまい，ふらつき，失神の主訴に

対して, lliM内病変を先ずぢえ脳CT弊で適切に否

定したものの, ll'li堪栓症までは強く駁わなかった

のは肺lll栓塞栓を生じる1'賊（術後，外傷，長期

臥床，ホルモン旅法, lfMIi雌旅行など）がなく，

6．事例－92 ：70歳代女性：人工骨頭置換術後

の感染及び出血

(1)診療の状況

自宅で転倒し，尚大腿|.i･敵部'W折の診断で【i人

工'間'頭置換術を施行，その後, ill1繭感染のため抗

菌剤入りセメントスペーサー挿入術を施行し， さ

らに後I]行ったセメンl､スペーサー入れ換え手術

後に容態が急変し，雌初の手術後65日に死亡し



川jl: :医療を100点満点で採点する試み 35

また呼吸|ｲ1雌やIImｿIiiなどのllm部症状に乏しかった

ことから止むを得ないと思われる．低lⅢ圧，低酸

素血症，呼I吸|ｲ1雌をともなう意識消失に対するア

セスメン|､として, lil液ガスや心エコー検街さら

には肺動脈造影CTを早急に行う選択枝もあった

と思われ，心エコーを行うことにより，右心系の

拡大および心室巾隔の扁平化などll,linlm圧の所見

が得られ， さらにll,li助脈造影検在を行うことによ

り，急性llililil栓塞栓症の診断が得られて,WI II1病

院に転院し救命の機会があった可能性も否定でき

ない．急性llililm栓塞栓症の死亡率は，心停止例で

は約50％と救命|付雌で予後不良であり，一般の

内科医では診断が|水l雌なものである． また，早期

に肺lll栓塞栓症と診断され，術蝋紳､ljl!'l医のいる

病院に転院したとしても，外科的対応としての手

術症例は極めて柿で，忠者の死を回避できた可能

性は低い．

既住があり，更に大動脈弁狭窄に対する人工弁悩

換術を必要として，その前段階として行われた冠

勤脈ステント留置術施行巾に心肺停lことなった．

患者の状態は，処置しなければ1～2年の予後で

あり手術を行おうという判断は妥当であった．一

方，手術にしても経皮的冠動脈形成術にしても術

'l!や術後の急変の確率が高い病態であることか

ら，忠者や家族に，無処置という選択肢も加えて

説明する必要があった． また，心臓外科としてi'lj

弁if'換術と冠動脈バイパス術の選択はリスクが高

過ぎるとしたら，石灰化大動脈弁狭窄への大動脈

弁置換術のみの施行など，他の術式の検討も必要

であった．

9．事例－50 ：60歳代女性：胃がん手術後の敗

血症とDIC

(1)診療の状況

早期胃癌の診断にて腹腔鏡下幽i''l側胄切除術が

施行されたところ，術中病理診断にてリンパ節ilK

移が指摘された．そのため，開腹による2群リン

パ節郭清を伴う術式へ変更され，合計10時|H1の

手術となった．

術後第3病日よりアシネI､バクター菌による敗

血症性ショックとなりDIC(播種性血瞥内凝伍|症

候群） ，多臓器不全を併発し，第5病H死亡した．

(2)死閃

死因は，敗血症性ショックからDIC,多臓器不

全を起こし死亡した．

(3)問題点

抗菌薬として，感染巣が不明で敗血症が疑われ

た時点で，抗菌スペクトルの広い第3世代セファ

ム系抗菌薬か，カルバペネム系抗菌薬等の広弧城

の抗菌薬への変更が望ましかった． もっと111い時

期に感染症内科からのコンサルテーションが必要

であった．敗Im症ショックとなり， ク・ラム陰性桿

菌が原因菌と断定できた時点で直ちにICU入室

し，エンドトキシン （細胞内毒素）対策，高サイ

トカイン対策としてのPMX(エンドトキシン吸

着療法) JPCHDF(持続的血液ろ過透析）など

を行うことが望ましかった．上記の治療変更があ

れば救命できた可能性があった．

8．事例-15 :70歳代女性：冠動脈ステント術

中の心停止

(1)診疲の状況

長期（12年余）にわたり人工'閂透析を必甥と

してきたが，近年の心不全症状に対応するため，

石灰化大動脈弁狭窄とIWIIIII弁|1;I鎖不余に対する介

樹換術と左lul旋枝助脈へのバイパス術が予定され

心臓血櫛外科へ平成18年5月に入院した．

しかし，両弁ir.'換術と左回旋枝へのバイパス手

術を一期的に施行するのはリスクが商いと判|断さ

れ，外科手術前に左Igl旋枝への経皮的芯勤脈形成

術が術環器内科医に依頼された．入院約1週|ﾊl後

に経皮的冠助脈形成術が施行されたが亜症大動脈

弁狭窄と冠肋脈多枝病変に伴って内在した心筋虚

1mが経皮的冠動脈形成術により急激に悪化し，心

停1tに至った．救命処|例により一u回復し，経皮

的冠動脈形成術を終了したが，多臓器不全に陥り，

経皮的冠動脈形成術3日後に死亡した．

(2)死Ikl

多臓器不全

(3)問題点

冠動脈硬化症による虚lil性心疾忠．悩性I汗不全

のため人工l間透析II!で過去に冠勅脈バイパス術の
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l()．事例-45 : .10歳代女性：気管カニューレ抜

去後の心肺停止

(1)診療の状況

二十数年前より全身性紅斑性狼術(SI､E)にて

ステロイド治療II'のTさんが，餓粘II蝋撫術後頚部

リンパ節再発に対し, i'iji!!ll顔部郭消術を受けた．

高度の肥満，右反|回I神経麻抑を合併し， 女(道確保

のため，気笹切開が必要であった． ステロイドに

よる#'l傷治癒遅延が兄られ，そのため前頭部気祷

切開#'l部の痙揃が持続したので，ペンタジン (15

mg)の点滴，締脈内投与が繰り返された．術後

17日IIにllm部レントゲンで肺炎像の改溌，郊道挟

窄のないことを確認し， 17 ： 00に女峨;カニュー

レが抜去された．抜去後も#'l部猟は治まらず，そ

のためペンタジン投与が行われ，その約1時|Ⅲl後

に心肺停止を来たしﾀ亡に至ったものである．

(2)死IXI

低酸素lll症による心ll,lil';$｣k

(3)問題点

前頚部ii'l部ｿ,liがカニューレ留置に起IXIしてお

り， リ冬痂のII雅減が得られると考えてカニューレを

抜去した．夕刻5 ： 00という時|H1ｲWでの気悩;カ

ニューレの抜去，およびその後の慌視体制がｲく-|‐

分な状況~ドでのペンタジンの使川に|Al題があっ

た． カニューレ抜去後の朧祝体制が十分であれば，

低酸素血症が起こって早期に気道確保，再神智等

の処ifiを行うことができ，救命しえた可能性があ

る． また漉揃管理のため，入眠と呼'股抑制の起こ

るペンタジンを使川するという判断にも問題があ

る．呼I吸抑制の少ない鈍りi"'lを使川するという判

断もあった．

(2)死因

lil管内B細胞リンパ脛による多発性の脳脊髄

虚lil (多発性脳梗塞,脊髄梗塞）

(3)問題点

生前は，神経症状，血液検査，画像診断ならび

に生理検査などからも特異的なデータが得られ

ず，かつ急速な進行性の病状であったことから確

定診断が得られないまま経過した．脳ヘルニア発

症後は，血圧が著しく低下し，人工換気及び昇圧

薬の投与で何とか血圧が保たれていたが，次第に

昇圧薬に対する反応が鈍くなっている巾で，昇圧

剤の投与唖の過誤があった．昇圧剤の投与蚊過誤

があったが，過誤による血圧の変動は乏しく，投

与愚の過誤と心停止との関連は少ないと考えられ

る．生前に確定診断が得られなかったが，治旅に

不適切なものはなく，血管内B細胞リンパ脈の生

前診断率が低いこともあわせて考えれば，止むを

得なかったものと思われる．

12．事例-16 :巨大骨盤内腫瘍の摘出術中の大量

出血

50歳代男性

(1)診療の状況

腹腔Iﾉ1または後腹膜由来の悪性I匝瘍の疑いで''1．

囎内llf瘍摘出術を施行，術中大量出血し, lif瓶が

大きく止lllに難渋する.MAP26単位，血小板15

単位，新鮮凍結血漿5単位， リンゲル液および生

食5,800ml,ヘスパンダー2,500ml,プラズマネー

トカッター1,000mlが投与された．ようやくルI瘤

を完全摘除した後，急激に心停止を来し死亡した

症例．般終出血量は11,400mlであった．

(2)死因

死因は，出血性ショックと考える．その原凶は，

脈瘍摘出時に右総腸骨静脈及びilll骨静脈叢を損

傷したことによる．

(3)問題点

骨盤内の巨大腫瘍（重埜2,205g)の摘出術の

際に，大里出血(11,400ml) して，出lilショック

で死亡した．術前の準備状況の不足が大きく，輪

lmの術前の用意がなく，大並出血後に発注，追加

発注を行っている． 1時|帥に4,000mlの出mlが認

11.事例-93 :7()歳代男性：昇圧剤投与量過誤

とB細胞リンパ腫

(1)診療の状況

原lXl不Iﾘlの脳疾忠で入院'l',血櫛内B細胞リン

パllfによる多発性の脳存髄I慌血状態が起こり，蚊

蓋内庄冗進状態から脳ヘルニアに至り，商度な脳

機能障審から1l1圧低下， ‘急性I聞不全で死亡したと

考える．誤って持続点滴111の芥.圧剤の流1itが減1,t

され，その約1時|ﾊl後に心停止した．
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判断した．生前. 51u1の意識i'i失発作があり，最後

に意識消失状態で発見された際も，脳幹部の|匝癌

の影響による呼I股機能障害によるものと考えた．

調剤時の処方|ﾊl違いは大きな問題であるが，病院

での医旅には特に問題がなかった．

められていたIIf点で，手術を'1!断して，輪lilを確

保後に手術を再|＃lすることが考えられる． また，

骨盤に強く癒i'しており，大きな11甥なので手術

操作の困難性や'lil･猟組織からの人出lilの可能性を

考えて，脈甥を分削して棚出する〃法や， I､甥の

被膜の一邪を残して摘出する方法，或いは組織生

検にlこめて，二期的に切除する方法などを選択す

る判l折も必喫であった． 'W職|ﾉﾘ手術のIN雛さを経

験したことのある医師や他科の咲帥を交えてのカ

ンファレンスが必甥であり，術前のカンファレン

スの検討記録を詳細に記i股し保存する必要もあ

る．

1"l.事例-24 : 40歳代男性：食道穿孔と敗血症

(1)診療の状況

僧帽弁I11鎖不全症に対する僻幌弁形成術及びメ

イズ手術（心居細勤に対する手術）開始nI[後，経

食道心エコープローブによる食道穿孔を起こし

た．心臓手術はII1 1上され, rl:ちに穿孔部縫合修復

術が行われた．明らかな縦隔炎は認められなかっ

たが，術後より発熱や下痢がみられ，術後14H目

には菌血症から敗lil症性ショックに至った．亜篤

な状況は脱したが，その後は不随意運動などによ

り再手術がl木|雛な状況となった．難治性の心房細

勤による持続する頻脈が心筋障害を来たし，心不

全が次第に進行し，食道穿孔後18711月に死亡し

た．

(2)死囚

僧帆弁|1･1鎖不全があり， さらに心"制ll肋による

頻脈が持統し，持続した伽脈による心筋症に発展

し，殿終的には心不全でﾀ亡した．

(3)問題点

食道穿孔を契機に亜症敗lil症が生じ，本来の弁

膜症手術ができなかったことに加え，発熱や，敗

血症性ショックによると考えられる不随意運動な

どの神経障審による頻脈のjW強が心不全を増悠さ

せた．原lklとして，手術時の予防的抗菌薬の投与

方法が，病院で策定していた適正使用ガイドライ

ンに沿ったものではなく，手術開胎30分前から

の投与が守られていなかったため，食道穿ｲLが発

生したllf点での抗l¥i薬の効果は期待できない．食

道穿孔後の予防的抗菌薬として，腸球菌による血

流感染で敗血症になったことから，ペニシリン系

かカルバパネム系の使川が望ましく，広域スペク

トラムを有するフロモキセフは適切でなかった．

治療的な抗鮒薬の選択には，早期に血液蠕養の検

体を採取し，原区順の|司定と薬剤感受性試験が必

須であるが，検体採取が遅れたため，術後第10病

13.事例-23 :20歳代男性：脳幹部腫瘍とアト

ロピンの誤調剤

(1)診旅の状況

脳幹部1K甥（神経節膠IIII)で嚥下障群があり，

W旗形成術が施行されており, lllK液分泌をりll制し

たいという希望に洲って， 硫酸アトロピン

0.75mg/日 (().25mgを31ul/H)を処方された．

翌日から71ullllilllした時点で， 「どきどきする」

ことをI些l'雌したのでﾙ)j院に迎絲し，硫駿アトロピ

ン服川の中1t,翌週に痢院を受i診することを指示

された．

その翌'1の撮頃，家族が外ll川から灰って来た時

に，意識消失して倒れていた．救,E(隊が到ｲ,した

時は心肺停止状態で，救急IIiで病院に搬送され，

心臓拍肋はlVlﾙlしたが葱識は灰らなかった．入院

後，硫酸アトロビンを調剤した卿‘ｳから連絡が入

り，調剤ll*に誤って101iWII(の7.5mg/H (2.5mg

を3Inl/H)を調剤していたことが判Iﾘlした．経

過中に，脳波が殆ど平juとなり，入院後13日'二lに

死亡した．

(2) タピlﾉ《I

商度な細ifi性llili炎と肺水IIIKによる呼ll及/ff.

(3)問題点

硫酸アトロピンの初Inl及び二1回l目の注入は病室

で管理のもと行われており，特に異常がなかった．

意識不Iﾘlで倒れていたのは，硫酸アトロピンのllli

用を中止してから24IIｷlHl以上経過しており, !"

剤ミスはあったものの死亡への|Hllj.はなかったと
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H」では，①W液・Wlﾉ1容のI1MI,②気泡音の聴

取,③X線による位lfi確認の3つをすべて行うこ

とがﾉIL本であるとしている．本件ではW液・胃内

容のl吸引は確認できておらず，空文(の注入音を確

認しているのみである．維剛1l";抑人に際し, IIM

頭部でのIIIm気様反応が認められているが，気槌;内

誤挿入時に迪椛兄られるような符Iﾘlな咳嗽反射は

極めて刺かつた可能性があり，誤神人に気づきに

くかった状況であったことが琴えられる．

日にようやく原IXIIfi"ll蹄球1¥iと判Iﾘ}し，有効な抗

IW薬が使川できなかった．早期に，治療的抗菌薬

の選択を感染制御部へコンサルトすべきであっ

た．高熱に対しても， もう少し早く集中治療室に

収容して火l,tの冷却'愉液や|＃l心術IIfに川いるクー

リングマッ |､による強制全身冷却をすれば早期に

解熱が得られた可能性も否定できない．経過中に

Wil''lに起こった不随意巡助が発熱・発汗・頻脈を

誘発していたと考えられ， イ《|汕意巡勅のコントロ

ールも不一| ･分であった．当該病院での経食道心エ

コープローブによる食道穿孔が，過去2年間に3

件と発生猟I豆が商く，プローブ柿入時の無理な操

作など，神人操作に|ﾊl題がみえられる．家族への

病状説Iﾘlも-|一分でなかった．

採点結果

520人の採点結果から，各11f例の平均点と個人

平均点を求めた（表-l～表-5).

15．事例-19 :70歳代女性：経鼻胃管誤挿入と

栄養剤誤注入

(1)診旅の状況

低栄挺．熱!|唯様の商熱，意識陳害， ショック

のため，救急搬送され，全身1"|!により徐々に改

諜していたが，意識陳害の避延, llﾘ肢麻庫，尿失

禁状態が続き，原lklを検案I1'であった．摂食不能

のため施行されていた経卵間袖;の再挿入時に，チ

ューブが女(符|ﾉﾘに誤抑入され，その後に栄養剤が

談注入されたことで亜度のllili炎, ll'li膿瘍を生じ，

抗生剤の投与にもかかわらず， 1週間後に死亡し

た．

(2)死lkl

死lXlは，経祷栄碓剤談注人による肺膿瘍．縦隔

炎

(3)問題点

経鼻W柵;の柿人は行湖liliの業務の'l!でも事故が

起こりやすく厄|晩なものであり， ‐|-分に注意しな

がら行わなくてはならない．経胤W櫛挿入時/交

換時の位li'WiM認として, l_I水府･池協会の「医療・

行諏安全柵:IIM'h'iWINo8 : 2002年81=1 15日」で

は,W液のI股ﾘ|と父(泡i子のl,lj者を確認することが

基本であることが|ﾘlボされており， 「6． 胃液・

気泡荷が確認できない場合は，他の行識師や医師

に確認を依頼して下さい」とある． さらに, H本

行識協会の「紫E!安全1"I!1,'i報: 2005年4月25

1 ． l5例の事例平均点とjlグループの比較（表-l)

平均点がli&も商かつたのは』1F例56で75点

(74.9±16.6), 2Wfl lが'1i例87で74点(74.4

18.2)， 3群目が州ll l()で67点(66.9±15.5), 4

番目が'lf例61で65点(65.2±15.5), 5番目が事

例54で65点（64.6±16.2)， 6番'三|がIIF例92で

60点（59.9±15.7), 7Mfl lが!l卜例70で59点

(59.4±14.9)， 8冊|と|がplI例15で58点(58.0

15.3)，9悉目が1例50で54点（54.3±15.5)， 10

番目が'li例45で54点(53.5±15.8), 11番目が

事例95で50点(50.2=tl6.2), 12番'二lが事例16

で47点（47.3±15.0), 131ifl lが!lf例23で46点

(45.5±18.2), 14Wfllが1i例24で45点(44.9i

15.6),15Mfl]が11f例19で39点(39.0±15.1)

であった．

520人の15例全体の1A均点は57点（57.2±

11.5）で，各グループの平均点をみると，医12 ・

医13 ．法13 ･法12のlll!iで,K12が釦点(".0

9.5） と雌もi『ﾙく， 2淵1がⅨ13で57点（57.2±

12.3)， 3淵|が法13で57点（56.5±12.1)， 4番

目が法12で56点（56.1±11.4）であった．

15例の520人全凸での平均点と，各1If例の得点

の上下10％ずつをカツ l､した408人の平均値，

上下20％ずつをカットした3()4人の平均値，中

央値（520人'l!26() IK: I=Iと261悉目の点数）を

表－3に示した．槻端に商い点数や低い点数が多
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表-1 520人の採点結果と4グループ

い場合には，上下10％又は20%をカットした場

合に平均値が大きく変ることになるが，州列ごと

の520人の平均値との壊をみると， 10％カットの

408人の平均値で,+1.6～－0．5の韮, 20%カッ

トの304人の平均IIIIで,+2.1～－0.6の雄であ

った．

65点，5瀞が'|ド例54の65点の順であった． 4グ

ループのうち3グループでは同じ順位で，隆12

は， 75点， 68点， 68点のlll!i,膝13は, 68点, 65

点， 63点の順，法12は， 63点， 63点， 63点の順

であった．法13では, IIIi番が入れ替わり, 3番が

ﾘド例61の66点， 4番が1『例54の65点， 5番が事

例10の65点であった．

全体の6番が1I『例92の6()点, 7番が1l#例70の

59点， 8瀞が'lf例15の58点の順であった. 4グ

ループのうち3グループでは|両lじl1個位で，医12

は， 63点， 62点， 59点のlll!!, lX13は, 62点, 60

点， 58点のI111,法13は, 59点, 58点, 56点の順

であった．法12では，順冊が入れ替わり， 6番が

卿列15の59点， 7番がI川1170の59点, 8瀞が事

例92の57点の順であった．

全体の9爵が』1F例50の54点、 10番が'li例45

の54点の順であった． 4グループのうち3グルー

プでは同じ順位で，法12は， 55点， 54点の順，医

13は， 55点， 52点の順，灰12は， 54点， 54点の

2．事例平均点の点数による全体での順位と:l

グループ内での順位（表- l)

全体の1番が頭例56の75点， 2所が'lF例87の

74点であった． 4グループのうち3ク'ループでは

順位が入れ勝わり，医12は， 1瀞が聯|#ll87の84

点， 2番が』'1例56の83点であり．法13は, 1番

が事例87の76点， 2瀞が了li例56の74点であり，

医13は，1僻がPjf例87の75点, 2冊が了IF例56の

75点であった．法12では，全体と|両lじ順番で， 1

番が事例56の71点， 2僻が蛎例87の67点であ

った．

全体の3瀞がPIf例10の67点, 4瀞が-'lf例61の

事倒
番号

全体(520人）

顛位 平均士栂卓図憂

法12(172人）

麟位 平均±標皐園差

法13(136人）

眼位
平均±岬串田差

医12(101人）

唾位 平均土櫨串■盤

医13(111人）

麟位 平均士揖牟田差

1 56
心臓カテーテル検査中
の心停止

1 74.9±16．6 (1”～20） 1 70.7±17．0 (1⑪～20） 2 74．2±15．9 (08～23） 2 833±1 1 ，3 (1“～50） 2 74.7±18． 1 (1”～25）

2 87
瓜出血の救愈外来
帰宅後の死

2 74.4± 8.2 1“～10 2 66.9±20．2 (1“～10） 1 75．8± 6．0 (100～19） 1 84．1± 30 (1m～35） 1 752± 68 (1“～30）

3 10
肺動脈凪隅宣栓症
(血管内踵礪増踊）

3 669士 5.5 1m～10 3 631±14．2 (95～28） 5 64－5± 6．1 (95～15） 3 749± 39 (1m～10） 3 682± 53 (1“～30）

4 61
同がん手術直後の
心停止

4 652士 5.5 1“～10 4 63‘ 1± 5.3 (1m～10） 3 66－4± 5．4 <1“～2 ト 4 680± 34 (95～20） 4 645± 7.1 (95～20）

5 54
十二梱胴穿孔後の
監亦瞳

5 646士 62 <1”～20） 5 629± 59 (95～20） 4 65，4± 5．9 (95～21 5 680± 64 (95～20） 5 631± 6.5 (1”～20）

6 92
人工骨蛾価換傭後の
感染及び出血

6 59,9士 5,7 (95～10） 8 573± 6.0 95～10） 6 588± 5．9 95～1〔 6 634± 32 (95～。5〉 6 620± 61 (”～20）

7 70
失神発作の飲心外来と
腕血栓哀栓症

7 594士 49 (95～10） 7 586± 4.6 釦～”》 7 578± 5．0 ”～和） 7 617± 42 (95～10） 7 604± 57 (”～10）

8 15
冠動服ステント術中の
心停止

8 580士 53 《1m～10》 6 588± 5←4 92～10） 8 562± 6．3 92～15） 8 593± 43 (1“～15、 8 578± 4-6 鈍～20）

9 50
冑がん手術後の
敗血蛭とDIC

9 543士 55 (”～10） 9 551± 50 ”～20） 1C 531± 5．9 (“～20） 9 542士 53 (”～20） 9 545± 5.7 ”～10）

10 45

五画刀一ユーレ9反去唾

の
㎡､露座,卜

10 535士 58 (蝿～10） 10 543± 3.7 釦～菰 9 532± 7．3 (”～10） 10 540± 60 (96～20） 10 522± 64 ”～10）

1 95
昇圧剤投与■廻璽上
B帽飽リンパ蛾

11 釦2士 62 (93～10） 13 471± 6.3 ”～1C 11 釦6± 67 (84～12） 1 533士 39 (”～19） 11 518± 67 85～10〉

2 16
巨大骨盤内■■の

摘出衡中の大昼隈曲
1 2 473士 50 (”～5） 12 494± 57 (”～10 12 450± 4．5 (89～10） 3 458± 57 (”～5） 12 480± 34 ”～15）

３ 23
脳幹部腿癌と
アトロピンの麟煩剤

1 3 455士 82 (”～0） 14 436± 7. 1 (鋤～0） 14 43．5± 8．8 (90～5〉 2 52,5士 7.6 (90～10） 13 447士 81 (髄～10）

4 24
食過穿孔と敗血症

1 4 449± 5.6 (鋤～5） 11 502± 50 (”～10） 13 44.1± 59 (82～10） 14 40.5士 57 (乃～5） 14 415± 3,9 (80～5）

15 19
経＆同管麟挿入と
栄養剤餌注入

15 390土 5.1 《85～O） 15 400± 5.8 (85～O） 15 39.4± 49 (“～0） 15 364士156 (90～0） 15 39． 1± 33 (“～10）

57，2±11 ，5 (1m～0》 56．1±1 1 ．4 (1“～O） 56.5±12．1 (1m～0） 60.0土9．5 (1“～O） 572±12．3 (1m～5）
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順であった．法13では，順番が入れ僻わり， 9番

が事例45の53点， 1()勝が邪例50の53点のIIIiで

あった．

全体の11番がjlilWII95の50点, 12瀞が州lll6

の47点, 13番が1IWll23の46点, 14番が'If例24

の45点のllmであった. 4グループでこの4例の順

番はいろいろと入れ艀わっており, 11悉目は3グ

ループにおいて全休とl,ilじIIi例95で，医12の53

点，医13の52点，法13の51点であり，法12の

み事例24の50点であった． 12番|言|は3グループ

において全体と|口lじ｣|‘例16で，法12の49点，医

13の48点，法13の45点であり，医12ではﾘ例

23の53点であった. 13MI1は, IX13で全体とlnl

じ事例23の45点であったが，法12は判列95の

47点, lX12は事例16の46点、法13は事例24

の44点であった． 14瀞'1は， 2グループにおいて

全体とliilじ了}F例24で，医13の42点, |"12の41

点であり， 2グループでは，if例23で，法12の44

点，法13の44点であった．

全体の15番l lは, ]|ド例19の39点であり, 4グ

ループとも15番Hは全体と同じ耐1F例19で，法12

は40点，法13は39点，医13は39点，医12は

36点であった．

番目の1i例70 (平均59点）では,K12の62点，

医13の6()点，法12の59点，法13の58点の順

であった． 8番LIの州’l l5 (平均58点）では，医

12の59点，法12の59点，医13の58点，法13

の56点の||脚であった． 9番llのJIWII50 (平均54

点）では，法12の55点，医13の55点，医12の

54点，法13の53点の順であった. 10番目の事例

45 （平均54点）では，法12の54点, |X12の54

点，法13の53点，医13の52点の||旧であった．

11番目のﾛIF例95 （平均50点）では，医12の53

点，医13の52点，法13の51点，法12の47点

の順であった. 12番l lのIIi例16 (平均47点）で

は，法12の49点, 1213の48点，医12の46点，

法13の45点の順であった． 13番l lの事例23

(平均46点）では， ’だ12の53点．医13の45点，

法12の44点，法13の44点の順であった. 14番

目のIIWII24(平均45点）では，法12の50点，

法13の44点、灰13の42点, IE12の41点の順

であった． 15番目の1例19 （平均39点）では，

法12の4()点，法13の39点，医13の39点，雁

12の36点のll帆であった．

4．事例平均点と点数分布（表-2）

100点をつけた人は, ]lF例87で36人と最も多

く，事例56で26人, nli例10とりf例61で各2人，

事例54と｣|ド例15で各1人で，合31.68人（0.9％）

であった．

90点台（90～99点） をつけたのは，事例56

で112人, IIF例87で111人， 1f例10で46人, 4f

例54で39人, E'IWI61で38人, 7If例92で16人，

事例70で15人，邪例15で12人，邪例50で11

人, IIF例23各11人， 了IWII45で10人, 1f例16で

3人，州ll95で2人, 01f例24で2人，事例19で

1人，合!il･429人(5.5%)であった．

80点台をつけたのが, "11例56で137人． 1#例

87で117人, .'If例1()で1()5人, !lf例61で88人，

事例54で87人， 1fIWI92で57人，那例15で46

人，事例70で45人, 1f例50で33人，事例45で

27人, ]lF例95で27人, 1f例23で19人，事例16

で13人， 、1『例24で11人． 可11例19で4人，合計

816人（10.5％）である．

3．事例平均点の#lグループ内での順位（表-l)

4グループのjl#例平均点を, ､|i例ごとに4グル

ープ内でll旧位をつけてみた．

事例平均点が全体のlifl lの｣IF例56(平均75

点）では, IE12の83点，医13の75点，法13の

74点，法12の71点のIIIIであった. 2番目の事例

87 （平均74点）では，唾12の84点，法13の76

点，医13の75点，法12の67点のIIIIiであった. 3

番I1の1f例10(平均67点）では, I"12の75点，

医13の68点，法13の65点，法12の63点のIIKi

であった． 4番目のrlI例61 （平均65点）では，灰

12の68点，法13の66点，医13の65点，法12

の63点の順であった． 5番'1の!IF例54 (平均65

点）では，医12の68点，法13の65点，医13の

63点，法12の63点の順であった． 6番目の目1#例

92 （平均60点）では，医12の63点，医13の62

点，法13の59点，法12の57点の順であった． 7
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表－2 ，lえ均点と点放分li

人，合I;1､ 1568人(20.1%)

40点台をつけたのが， で1F例24で139人, llf例

19で137人, 1＃例16で134人, ]l"123で104人，

IIf例50で99人， リド例45で93人, 1#例95で93

人, 1I｛例15で74人，邪例92で69人, 1f例70で

62人, II#例54で48人，州ﾘ10で37人，州列61

で34人， IlI例87で22人, 11『例56で18人，合丙|･

1,163人（14.9％）である．

30点台をつけたのが, 1#例19で120人, JIf例

24で99人，州m123で86人， IlF例16で70人，邪

例95で60人, 1f例45で53人， 1#例50で39人，

州m15で36人，州列92で26人，州列70で19

人，州l154で19人, '1F例87で14人，事例61で

13人．小例1()で11人，州1156で9人，合計674

人（8.6％）である．

20点台をつけたのが， 垣|＃例19で73人，邪例23

で59人，小|#l124で44人， 』川lll6で42人，州11

95で35人, ]Ii例50で23人, '|f例45で22人, IIf

例70で13人， 11f例92で11人, I1例61で8人，

zIf例54で8人，蛎例15で7人，那例56で6人，

70点台をつけたのが，事例54で121人, 1f例

10で114人，事例61で111人， リド例92で107人，

事例70で104人， 了IF例56で92人，州列87で91

人，事例15で82人，州列45で70人，測列50で

54人，事例95で53人，事例24で35人、邪例16

で33人，事例23で30人，州ll l9で9人，合計

1,106人（14.2％）である．

60点台をつけたのが，覗例15で142人, 1f例

70で136人， 4＃例61で134人，小例92で125人，

事例10で124人，事例50で120人，獅例54で

118人，事例45で107人, 1f例87で89人，事例

95で84人,判ﾘ16で81人，事例56で78人， 4ド

例23で71人，事例24で61人，覗例19で39人，

合計1,509人（19.3％）である．

50点台をつけたのが、事例95で156人， リド例

50で140人，事例16で136人，事例45で135人，

獅例70で124人，事例15で117人， 4例23で

117人， .ｳ例24で112人, :ilf例92で107人, '|『例

19で104人，靭例61で91人, 11i例54で79人，

1F例10で76人，噸例56で42人, 'l＃例87で32

事例

8号
平均点

中央■
)0 90～99 80～89 70～79 “～69 50～59 40～49 30～39 20～29 10～19 1～9 0

1 56 心雇カテーテル検査中の
心停止

74．9±16．6 80
Ｆ

‘

凸

5齢

1 2

215、

137

263、

92

17ハ

78

15い

42

81，

18

］錨

9

1 7、

6

12、

0

Oい

0

Oい

0

0仇

予

凸 87 ■出血の救急外来
帰宅後の死

74．4±182 “ ザ

、

6弧

1 1

21狐

117

225、

91

W9、

89

”1，

32

6識

22

4れ

4

2八

4

O験

4

O舐

0

Oい

0

O碗

3 1C 肺動脈腫癌室衿姪
〈血管内厘癌増殖）

669±155 70

04、

6

8験

105

沁汎

1 14

71鱗

24

”恥

76

146、

37

7 1＄

1

2ハ

3

Oい

2

04、

0

O“

0

0仇

4 61 冒がん手術直後の
心停止

652±155 65

O帆

8

7ｺ、

88

18恥

1 1 1

21魂

34

25験

91

175、

34

05、

3

25、

8

15も

I

O八

0

Oい

0

O価

9 54 十二指賜穿孔後の
蝕巾症

646±162 65 1

O狂

9

7乳

87

18八

121

2ユ軌

18

22八

79

152、

48

9訣

9

ユハ

8

15、

0

0い

0

“

0

O齢

6 92 人工骨頭置換術後の
悪染及び出血

599±157 60 0

O銃

6

3瓜

57

1 1砿

107

20い

25

24い

107

20い

69

13識

6

5“

1 1

21、

2

04、

0

晩

0

O“

7 70 失神発作の救忽外来と
齢血栓寒稔症

594士149 “ 0

O砿

5

Z齢

45

8八

104

”鱗

36

26識

124

23齢

62

1 1碗

19

3減

13

25％

2

04、

0

風

0

0㈱

8 15 冠動脈ステント術中の
心停止

580士153 60 1

O承

2

2狐

46

88、

82

15い

42

27於

1 17

225、

74

14ハ

36

6齢

7

1狼

3

o敬

0

仇

0

O品

9 5C 冑がん手術後の
鮫か丘とDIC

54-3±155 “ 0

0晩

1

21、

33

6コ、

54

1 4＄

20

2310．

140

26眠

99

19硯

39

75、

23

44％

1

O八

0

暁

0

Oい

０や

日 45 気管カニューレ抜去後の
心肺停止

53．5±158 55 0

O砿

0

I恥

27

5承

70

1 鍋

107

”齢

135

20い

93

17m

53

102、

22

4識

3

06％

0

い

0

0“

1↑ 9 5 昇圧剤投与■過娯と
B細胞リンパ腫

”2±162 釦 0

O田 O侭

27

5論

53

1 識

84

16識

156

測晩

93

17齢

60

1喝、

35

6八

10

1雛

0

O仇

0

O砿

12 1 6 巨大骨盤内履痛の
摘出術中の大量膿血
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表－3平均点とカット平均点， 111央値

布例87で4人， 邪例10で3人，合計358人

(4.6％）である．

10点台をつけたのが，州11 19で25人，邪例23

で21人， ユIf例24で15人， リド例95で10人, ]l｛例

16で7人， ，If例87で4人, IIf例45で3人， リド例

15で3人, =,l#例70で2人, ｣|f例92で2人，事例

10で2人，蛎例50で1人，事例61で1人，合計

が96人（1.2％）である．

l～9点をつけたのが， ‘|＃例19で2人，刺ﾘ24

で2人， TIF例23で1人, 'lf例16で1人，合計が6

人（0.1％）である. 0点をつけたのが，事例19

で6人，邪例23で1人，合計が7人（0.1％）で

ある．

で1人,事例15で1人いた．

3例で100点をつけた人が2人で，3例で100点をつけた人が2人で，事例87，邪

例56，州列54の3例で100点をつけた人の||内|人

平均点は79.0点であった． ヱlド例87， 4＃例56, 11F例

61の3例で100点をつけた人のilll人平均点は

72.7点であった． 2例で100点をつけた16人のう

ち，事例87と事例56の2例で100点をつけた14

人の個人平均点は56．7～82．7点（平均67．7点）

であった． このほか，事例87とりf例10の2例で

100点をつけた人の個人平均点は72.7点で, JIF例

87と事例61の2例で100点をつけた人の佃人平

均点は58．5点であった．

事例56の1例で100点をつけた10人のI1I1人平

均点は58．3～81．3点（平均66．9点）で，邪例87

の1例で100点をつけた18人の||&|人平均点は

36.7～83．7点（平均64．3点）であった．邪例10

の1例で100点をつけた人の仙人平均点は75．3

点であった．

5. 100点と0点をつけた人（表-2)

(1) 100点をつけた人

100点をつけた人が， ヱl‘例87で36人，4#例56

で26人， リド|#ll lOで2人， 』l例61で2人， II下例54

事例
番号

520人
上下10％カット

416人

上下20％カット

312人
中央値

I
87 心臓カテーテル検査中の心停止 74.9±16．6 76.3±11．2 77.0±8．6 80

2
56 鼻出血の救急外来帰宅後の死 74.4±18．2 76.0±121 76.4±9．3 80

3
10 肺動脈腫瘍塞栓症(血管内腫瘍増殖） 66.9±15．5 67．5±10．6 67.8±7．8 70

4
61 胃がん手術直後の心停止 65.2±15．5 65.8±10．3 65.9±7．6 65

5
54 十二指腸穿孔後の敗血症 64.6±16．2 65．2±11．2 65.4±8．1 65

6
92 人工骨頭置換術後の感染及び出血 59.9±15．7 60．3±10．9 60.5±7．3 60

7
70 失神発作の救急外来と肺血栓塞栓症 59．4±14．9 59,8±9．8 60.0±6．8 60

8
15 冠動脈ステント術中の心停止 58.0±15．3 58.2±10．2 58.4±7．1 60

9
50 胃がん手術後の敗血症とDIC 54.3±15．5 54.2±9．8 54.1±6．7 55

10
45 気管カニューレ抜去後の心肺停止 53.5±15．8 53.6士10．4 53.5±7．5 55

1 1
95 昇圧剤投与量過誤とB細胞リンパ腫 50.2±16．2 50．4±10．9 50.5±6．9 50

12
16 巨大骨盤内腫煽の摘出術中の大量出巾 47.3±15．0 47.1±9.7 47.3±6．7 50

13
23 脳幹部腫傷とアトロビンの誤調剤 45.5±18’2 45‘O±12．3 45.1±9．1 45

14
24 食道穿孔と敗血症 44．9±15．6 44．6±10．2 44.3±7．3 45

15
19 経鼻胄管誤挿入と栄養剤誤注入 39.0±15．1 38.8士10．1 39.0±7．1 40
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例（覗例56， 1i例87，州列10，事例15）でi,&Ig

点61点， 2例（且lf例54，事例15）で55点， 2例

(事例70, 'lfifll95)で50点, 4例（』li例92,堺例

45,事例16，州列24）で40点， 2例（刺列50, rlド

例23）で30点，覗例19で0点をつけていた人の

個人平均点は44．7点であった． 10点ｲﾐ満の6人

は，事例19&zlF例24で各2人, 41f例23とﾘ＃例

16の各1例で，いずれも5点であった．

(2) 100点と0点を両方つけた人

事例87と亘IF例56のilj者で100点をつけていた

14人のうち2人が, rlf例19で0点をつけていた．

100点の2例以外に, ]Ii例61と事例54に95点，

事例10と事例50で90点，事例45で70点, =ql下例

70と事例95で60点, 'lf例23と事例24で50点，

事例92と州lll5で40点，事例16で20点，州ll

19で0点をつけていた人の個人平均点は64.0点

であった． 100点の2例以外に，蛎例10に95点，

事例61と州ll54で80点，事例70で75点，事例

15で70点，州lll6で60点，事例23で50点， 4＃

例92と事例50で40点，事例45で30点, jlト例

95で20点， 』If例24で10点，事例19で0点をつ

けていた人のll,'il人平均点は56.7点であった．刺ll

87で100点をつけた人で，事例56と'|ド例10で

95点，事例5()で90点，州ll61で85点, ]l#例54

で80点, 5!IWll45で75点， 21例70と事例23で

55点，事例15で50点，事例24で40点， リド例92

で35点，覗例95で30点，事例16で20点，耶例

19で0点をつけていた人の個人平均点は60．7点

であった． 1F例87で100点をつけた人で，恥例

56で70点，州ml61で60点，事例10で55点， J1ド

例54で50点， 4I例92と事例15で40点, 61#ll

(事例70，事例50,那例45,事例95, LI#例16, 41f

例24）で20点，卿列23で10点, rlF例19で0点

をつけていた人の個人平均点は36．7点であった．

これら4人は，股間点100点と妓低点0点という

最大の幅で採点していたが，例えば， ､|ト例50をみ

ると， 2人が90点と高い点をつけているが，他の

2人は40点と20点と低い点であり, vlf例によっ

てそれぞれの点数が商低でばらついていることが

確認できる．

(3) 0点をつけた人

事例19で0点をつけた6人のうち， 4人は上記

の100点をつけている人で， この他の2人をみる

と， 2例（1F例54と蛎例95）で股高点90点, 4

例（事例56, 11f例10,蛎例92,事例15)で80点，

3例（覗例87, rl下例61,事例45)で70点, 2例

(事例70，州ll50)で60点，郡例16で50点， 了|ド

例24で30点， 2例（事例23, 4f例19)で0点を

つけていた人の||川人平均点は60．7点であった． 4

6． lOO点と1)点をつけた人のコメント

(1) 100点をつけた人のコメント

3例で100点をつけた人のコメン|､をみると，

事例87で， 「医師側の対応には問題がなかったも

のと判|析しました．アルコールの大並摂取が引き

金となってﾀ亡した可能性が商く予期することの

できないものであったと考えます．再発IVjll_:とし

ては今後|同1じょうな州列に遭遇した場合飲澗を控

えるよう忠尚に税Iﾘlをするといった，丁寧な説明

を行うことを徹底するといったことが考えられま

す.｣, 'lf例56で「結果的には忠者を救命すること

はできなかったものの，人院から死亡に至るまで

の診断と泊旅の経過に問題はないものと判|析しま

した．患者家族への|･分な説明や今lnlのような忠

者への対応のシステム化を徹底することで少しで

も再発防止につながるよう努めることが大切であ

ると考えます.｣，蛎例54では「緊急Iﾉ1視鏡検査，

緊急ERCP検在llｷの十二指腸穿孔，穿孔発生後の

対応のすべてにおいて問題となるような点はな

く，傾吸に行われたものであると判断しました.」

として100点をつけている．

他の1人は， ≦!l#例87で， 「治療はしっかりとな

されていた｣， リド例56で， 「何も問題ない｣， ≦州列

61で， 「至ってII1渦であったと思う」としている．

(2) 100点と0点をつけている人のコメント

事例87と耶例56の両者で100点をつけ, IIi例

19で0点をつけていた2人のコメントを紹介す

る．事例87で「適切な治療は行われており，高陛

な酩酊による窒,U､も予期, Iml避は不可能であっ

た.｣， 』l｛例56で「様々な状況での判|析が妥当であ

り，適切な流旅が施されていた.」として100点を

つけた一方， 1#例19で， 「確認不足による経ﾙ&閂
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院が作成したマニュアルも具体性に乏しいもので

あった.｣， 「今1回lの事例における死lXlは誤注入であ

るとはっきりとしている． ｜ﾘlらかに防げた|H1題で

あると考えられる.｣， 「確認不足による経卵W楢:誤

挿入．栄養剤誤注入と誤注入に気付くのが遅れ

た.｣． また， 5点のコメントは， 「誤挿入,誤注入は

確認すれば防ぐことができたはずだから.｣， 「マニ

ュアルがあることで医旅スタッフー人ひとりのlli

任感が沖くなっていた．そのマニュアルも確実な

ものではなく，根本的に|ﾊl胆がある.」である．

(4) zIi例23のコメント

蛎例23の5点のコメントは， 「薬の処方のlHl違

いは確認すれば防ぐことができたから.」である．

一方，耶例23で90点をつけた人が11人おり，そ

のコメントは， 「二度とこのような事件が起こら

ないように，各病院や薬局に新しいマニュアルを

提言し改蕃していくことは， これからの医療の現

場において砿要なことだと思う．その中でもダブ

ルチェックの必要性は特に収要だと思う.｣， 「アト

ロピンの洲剤ミスはあったものの，対応自体は恢

重でⅡ､つインフォームド・コンセントもしっかり

となされていたことに加え, W!l:接の死因は治探不

可能な神経膠腫の脳幹圧迫によるものであること

から特に問題となる点はないものと判I祈しまし

た． もちろん調剤ミスはあってはならないことで

あるので，調剤時にミスがあっても判明するよう

ダブルチェックを始めとした再発防止策を徹底す

る必災があると考えます.｣， 「医師にミスはなく，

薬剤の過談調剤も死の原IXIではなかった｣， 「アト

ロピンの過剰投与が心肺停ll:に関与していたI11能

性は低くても，今回のような調剤過誤は重大なミ

スと言えるから.｣， 「この州llはアトロピンの過剰

投jj･がIi(I"となっている可能性は低く，死'五|は脳

幹部lllli鰯である．ただ，推剤帥が投与量の間述い

に気づいたのが6H後というのはいささか遅く感

じた.｣， 「アトロピンの処方ミスは問題だが死|klと

は直接|兜|係ない.｣， 「医師の処置自体は著しい|H1題

はなかったとみられるが，漿肖'l師との連携をとる

ことも侭務であると考えられる.｣， 「アI､ロピンの

調剤ミスはあったものの，直接に死Ixlとは|塊l係な

いから.」とあった．

符誤挿入．栄養剤誤注入と誤注入に気付くのが遅

れた.」として0点をつけている．事例87で「本

件での治療内容は適切であり，希な事例であるこ

とはIﾘl碓である． こういった蛎例もあるというこ

とも念頭に置いて今後の治療に生かされればと願

う．治療自体は問題ないと判|析できるため， 100

点とするJ,事例56で「｢本患者は，高度冠肋脈

陳'iif,陳旧性心筋梗塞，冠動脈形成術胱住にDllえ，

腎不全に対する悩性I間透析例であり，助脈liⅢ化性

心腎疾忠としては末期の状態で約4年I111にわたり

当該施設で加療を受けてきた」とあり，本件は急

変ということであるが，初期対応は適当であった

と考えられる．結果的には救命できなかったが一

定の評illiができる対応であった考えられる．よっ

て100とする」として100点をつけている．一方，

聯例19で， 「18時から栄養剤の注入． 18時30分

に|嘔気の動作があり，経管栄養をいったんIII I折し

たが症状がおさまったので，経笹栄養を再|;;1. 21

11f30分に経管栄従を終了した. 22時25分に，経

卵W管の誤挿入による栄養剤の誤注入に飢付い

た.」とある． これは単なるミスとしか言いようが

ない．よって0点とする.」としている．

このほかに, 100点と0点をつけている二人の

コメントをみると, 1F例87で「この件では忠者

l11llの失態が大きい．医師は適切な処慨を施してお

り， ｜ﾊl題はなかった．悠背は十分に知識や経験の

ある50代であり，自己笹Ⅲすべき段階である．よ

って， 100点とする.」と100点をつける一方, '1F

例19で， 「｢チューブが女(構内に誤挿入され，その

後に栄養剤が誤注入された」とあり，完全なる医

旅ミスである．考臘すべき点もなく， 0点である.」

と0点をつけている．また，事例87で「医旅|11llの

対応に問題はなく，他者の日ごろの飲澗習悩から

このような死に至ったと考えられる.」として100

点をつけ，一方， リド例19で， 「単なる医旅ミスが

他者の死を引き起こしており，殺してしまったの

も同然である.」と0点をつけている．

(3) 0点と10点未iil'liをつけた人のコメント

IIf例19の0点のコメントをみると， 「患者の死

|klは経符栄養剤誤注人による肺膿瘍，縦隔炎であ

り，行液師および病院には大きな責任がある．病
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部と医学部，各グループ°でその分4iに堆がないと

考えた．股も高かったのが，法12の85．0点で，雌

低点は法12の20．7点であった. 80'',1､(台が9人，

70点が62人，60点台が148人， 5()点台が173人，

40点台が86人, 30点台が32人, 20点台が10人

であった．

llN人平均点が雌高点の85.0点であった人の点

数をみると， 90点が6例， 85点が5例， 80点が3

例で, 'li例19を70点としていた．

このほかのIIM人平均点が80点台の8人のうち，

4人でll&,l.j点100点をつけていたが，その他の1

人が蛾if5点95点, 1人が脳商点93点, 2人が股間

点90点をつけていた．

100点をつけた人のIIM人､Iz均点をみると, 80点

台が4人， 70点台が15人, 60点台が18人， 50点

台が8人で， 47点と37点に1人ずついた． ｜|川人

平均点が64点と仙人平均57点の2人は, 100点

を2例（那例87と州列56）につけ, 'lf例19を0

点としていた． ｜|内|人平均点61点とIIAI人平均37点

の2人は､l例87を100点，州例1 19を0点として

いた．

(2) IIM人1え均点と雌商点

旧人平均点と雌高点を表－5に示した．雌商点

ごとにIIN人平均点をみると, il川人､ド均点85.0の人

は躍商点が90点であった．

岐商点が100点だったのは47人(9.0%), 90

～99点が151人（29.0％)， 80～89点が136人

(26.2％)， 70～79点が87人(16.7%), 60～69

点が67人（12.9％)， 50～59点が24人（4.6％)，

0～49点が5人（1.0％）， 30～39点が2人

(0.4％)， 1人は15例すべてが20点台であった

(20～23点)．

雌商点が100点だった47人のIIN人､lえ均点をみ

ると， 83．7～36．7点で， 60～64点が13人

(27.7％） と雌も多く， 70～74点， 55～59点が

各8人（17.0％)， 75～79点が7人（14.9％)，

65～69点が5人（10.6％）であった．岐商点が

90～99点だった151人の平均点をみると， 85．0

～44.7点で， 60～64点が32人（21.2％） と雌

も多く， 65～69点が32人（21.2％)， 7()～74点

が22人（14.6％)， 55～59点が21人(13.9%)

(5)事例24のコメント

事例24で5点をつけた人のコメントは， 「プロ

ーブの談操作，検体採取の遅れ，悠者家族の不信

感と改善すべき点が多すぎる｣， 「エコープローブ

失敗後， ≦"lllできた可能性の排除が出来ていない．

常に最悠の]lfを考えて治療にあたるべきである.」

である．一方, :'l『例24で90点をつけた2人のコ

メン|､は， 「池者の急激な変化に対応するとして

も, l"lliにも限界がある.｣， 「全過樫において適切

な処置がされているから，妓浮を尽くしたと言え

る.」であった．

(6)事例16のコメンI、

事例16の5点のコメントは「術前の樅i'lli不足．

術II!の輸液が足りなかった． また，麻酔からも，

手術をII!断すべきなどの進言があればよかった.」

であった．一方，事例16で90点をつけた3人の

コメントは， 「手術では起こりうること｣， 「術前の

準備不足はあるが，手術中の処世は正しいと考え

られる.｣，「肺liiが雌しい状況であったので医旅llll

の責任ではないと考える」であった．

7．合格点である60点以上をつけている人

合格点である60点以上をつけている人の削合

を見ると，州列56 （平均74.9）は85．6％， リド例

87 （平均74.4）は85．4％と80％以_laであった．

事例10(平均66.9)は75．2％， ！'#例61 （1見均65.2）

は71．7％，蛎例54 （平均64.6）は70．4％と，い

ずれも70％以上である．事例92 （平均59.9）は

58.7％，卿列70 (平均59.4)は57.7%,州列15

(平均58.0)は54.4%と，いずれも50%以上であ

る．事例50 （平均54.3）は41.9%,州列45(､F

均53.5）は41．2％と， 40％以上である．測例l95

(平均50.2）は31．9％であった． 1例16 （平均

47.3）は25．0％，覗例23 （平均45.5）は25．2％，

事例24 （､|晶均44.9）は21．0％と，いずれも20％

以上である． リド例19 （平均39.0）は1().2％であ

った．

8．個人平均点と最高点

(1)個人平均点

個人平均点を表一‘1に示した．その衣から，法学
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表-l lIM人平均点と点敢分｛Ij

であった．雌商点が80～89点だった136人の平

均点をみると． 78．8～38．7点で, 60～64点が38

人（27.9％） とjI&も多く, 55～59点が37人

(27.2％)， 50～54点が23人(16.9%), 65～69

点が14人(10.3%)であった．雌商点が70～79

点だった87人の平均ﾉ､I,iをみると， 68．3～27．7ﾉ､'6(

で， 55～59点が29人（33.3％） と雌も多く， 50

～54点が25人（28.7％) ， 45～49点が14人

(16.1％)， 60～64点が9人（10.3％）であった．

雄高点が60～69点だった67人の平均点をみる

と， 58．3～28.7点で, 40～44点が19人(28.4％）

と雌も多く， 45～49点が18人(26.9%), 50~

54点が12人（17．9％） ， 35～39点が8人

(11.9％）であった

1l&高点が50～59点だった24人の平均点をみ

ると、 47．3～24．0点で， 35～39点が11人

(45.8％） と肢も多く，次いで40～44点が7人

(29.2％）であった．雌商点が40～49点だった5

人の平均点をみると， 30.()～27．3点で， 25～29

点が3人（60.0％)， 30～34点が2人（40.0％）

であった．雌高点が30～39点の2人は24.7点と

20.7点だった． ハム商点を2()～29点につけた1人

の平均点は21．6点だった．

個人平均点 全体(520人） 法12(172人） 法13(136人） 医12(101人） 医13(1 11人）

85～ 1

0.2、

1

0.6、

0

Oも

0

0も

0

0％

80～ 8

1.5＄

1

0.6、

2

1.5、

2

2.“

3

2.7、

75～ 24

4.6、

4

23、

8

5.9＄

4

4.い

8

7.2、

70～ 38

7.3、

15

8.八

8

5.験

8

7.9、

7

6.3％

65～ 53

10.識

14

8.淵

14

103、

12

1 1.9、

13

11.八

60～ 95

183＄

30

17.4、

23

16.9、

28

27.八

14

12.6＄

55～ 100

19.2、

31

18,船

28

20.6、

21

20.8、

20

18.暁

50～ 73

14,い

30

17.4、

14

10.3％

12

1 1.験

17

15.識

45～ 54

10.4＄

19

1 1.隅

16

1 18、

8

7.9＄

1 1

9.9＄

40～ 32

6.2＄

10

5.8、

9

6.6％

3

3.Ⅸ

10

9.い

35～ 24

4.6＄

1 1

6.4、

7

5.八

2

2.0＄

4

3.6％

30～ 8

15＄

3

1.7、

3

2.2、

0

0.“

2

1.8％

25～ 6

1 .2、

2

1.2＄

3

22、

1

1.0、

0

“

20～ 4

08％

1

0.6、

1

0.八

0

砧

2

1.8、

合計 520 172 136 101 1 1 1
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表-5 11M人平均点と蛾I笥点

新しい医療の採点基準（川井基準）について の医疲を， 「80台」と:号えた． このほかに， 80点

台の医旅があるかどうかを考えていただきたい．

70点台は， 「良い医療｣， 「エラーを認めない医

療｣， 「採点者全員が,60点以上の合格とする医療｣，

｢70点以上とする採点商が半激以上の医療｣， 「日

頃，どこでもこんな医旅が行われているという医

療｣， 「特に, llll迦点や改浮点がみつからない医療｣，

｢2つ以上選択できる方法がある場合に，殆どの医

師がこの医旅を行うだろうと豚えられる医療｣．

60点台は， 「死亡につながらないエラーがある

が，医療としては合枯と判|断できる医療｣， 「60点

以上の合格点とする採点者が半数以上の医療J

｢他にそれ以上に選択すべきI夷療があるけど， こ

の医療も合桁といえる|墾旅｣， 「医療としては合格

だけど，ちょっと物足りない部分がある医療｣．

50点台は， 「エラーが死亡につながった可能性

がある|韮旅｣， 「エラーがﾀﾋ亡につながっているが，

エラー以外にも死亡につながった何かが存在する

医療｣， 「60点以上の合絡点とする採点者がいる

が．半数以上の採点者が不合枯とする医療｣， 「合

そもそも医療で100点満点は考えられず,特に，

死亡例の場合の医療では， 90点を上限と考えてい

る．医旅の合格点を60点として， 「80点台｣， 「70

点台｣， 「60点台｣, ｢50点台｣, ｢40点台｣, ｢30点台｣，

｢20点台｣， 「10点台｣， 「10点未i'l'i｣とする．

必要な場合は80点台は82～88点， 70点台は

72～78点， 60点台は62～68点のようにそれぞ

れの範|淵で採点する．

80点は， 80点台と70点台の境界， 70点は70

点台と60点台の境界という意味で使う．

それぞれの医療を下記のような医療とした採点

堆準（川井基準）を考えた．

80点以上は， 「最上級の医旅｣, ｢III!想の医旅」

と考えたが，死亡例で80点以上の医療をなかな

か思いつかなかった．あえて, ifilを|話げれば，末

期がんの終末期医療で，漣ｿI前等の緩和医療が完壁

に行われ，家族や友人達にlm:|まれてQOLの商い

時|川を過ごしながら，安らかにﾀを迎えられた時

個人平均点 全体(520人） 最高点100点 90～99 80～89 70～79 60～69 50～59 40～49 30～39 20～29

85～ 1

0.2％

1

0『ハ

80～ 8

1.5、

4

85％

4

2.6、

75～ 24

46％

7

14.9も

15

99，

2

1,5％

70～ 38

7-3、

8

17．0＄

22

14ゞ6，

8

5.9％

65～ 53

102％

5

10,6％

32

21 .2＄

14

10．3＄

2

23％

60～ 95

183、

13

27.7、

35

23.2も

38

27験

9

103、

55～ 100

19.2、

8

17.い

21

139＄

37

27.2、

29

333、

5

7.5、

50～ 73

14.酷

0

0.砿

13

86、

23

16．9、

25

28乃

12

17.9、

45～ 54

10.4も

1

2.1、

7

46、

12

8,8、

14

16.1％

18

26.9、

2

83、

40～ 32

62も

0

00＄

1

0‘八

1

0.7も

4

4-65

19

28,4％

7

29『2，

35～ 24

4.6も

1

2.1％

1

0.7、

3

3.4％

8

1 1．9％

1 1

45齢

30～ 8

1.5も

0

O“

4

6.0、

2

8.3も

2

40.0％

25～ 6

1.2、

1

1.1、

1

1.5％

1

4八

3

600％

20～ 4

0.8＄

1

4狂

2

1邸

1

100％

合計 520
47

(9.0％）

151

<O‘29飴）

136

(26.2％）

87
(16.796）

67

(12.9％）

24
(46％）

5

(1 ．0％）

2

(04発）

1

(0.196）
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15事例の川井基準による採点格点に何かが足りない医旅｣， 「あと- -.歩で合格と

いえる医旅｣， 「エラーの改蒋点が小さく，すぐに

改善できる医旅｣．

40点台は， 「エラーがIﾘlらかにﾀ亡につながっ

ている医撫｣， 「60点以上の合格点とする採点者が

ごく少数いる|塞旅｣．

30点台は，「咽大なエラーが死亡につながって

いる医療｣， 「許されないエラーのある医療｣， 「60

点以上の合格点とする採点荷がいない医療｣．

20点台は， 「絶対に許せない医旅｣， 「亜過失の

ある医療｣， 「ﾙ1I11拠分の対象となる可能性の商い

医療｣．

10点台は， 「医旅とは呼びたくないもの｣， 「岐

低の医療｣， 「刑旦|拠分が免れない医療｣．

10点未満は， 「採点対象外」で, ｢IX療とは呼べ

ないもの｣， 「医旅'1i故ではなく，医療犯罪とすべ

きもの｣．

15州llに対する520人の学生の腿旅の採点結

果をみると， 、lえ均点の妓商点は75点（74.9±

16.6)であり, il&低点は39点(39.0±15.1)であ

った． これらの点数を参考にしながら, 15例につ

いて，川ルノ,噌準による採点を行った（表－6)． 「エ

ラー」としたものは，必ずしも「過失」という意

味ではなく，医療の中での問題点又はその可能性

のあるものとして， 「エラー」と炎現した．

l .事例-56 :心臓カテーテル検査中の心停止

（平均点75点）

「心臓カテーテル検査エラー」であり， 「操作エ

ラー」と「検在適応エラー」が|H1題となる．概要

では， 「心臓カテーテル検査を含めて処irt,治療は

ｲ《安定狭心症・急性心筋梗塞症のﾉj期治旅として

表－6 52()人の採点結果と川jl式j"I!による採点

事例
番号

520人

平均点

川井基準
採点

1 56 心臓カテーテル検査中の心停止 75 70点台

2 87 鼻出血の救急外来帰宅後の死 74 70点台

3 10 肺動脈腫瘍塞栓症(血管内腫瘍増殖） 67 60点台

4 61 胃がん手術直後の心停止 65 60点台

5 54 十二指腸穿孔後の敗血症 65 50点台

6 92 人工骨頭置換術後の感染及び出血 60 60点台

7 70 失神発作の救急外来と肺血栓塞栓症 60 60 高〃00、

8 15 冠動脈ステント術中の心停止 58 60点

9 50 冑がん手術後の敗血症とDIC 54 50点台

10 45 気管カニューレ抜去後の心肺停止 54 40点台

11 95 昇圧剤投与量過誤とB細胞リンパ腫 50 60点台

12 16 巨大骨盤内腫瘍の摘出術中の大量出血 47 40点台

13 23 脳幹部腫瘍とアトロピンの誤調剤 46 60点台

14 24 食道穿孔と敗血症 45 40点台

15 19 経鼻胄管誤挿入と栄養剤誤注入 39 30点台
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る．医師は翌｢1の上l."l咽喉科受診をするように説

Iﾘlがなされており，厩伽liからは鼻の詰め物は取

らないように， また翌I I必ず耳鼻咽喉科を受診す

るように説Iﾘlがなされており， 「帰宅後の指示エ

ラー」もなく，問迩となる「エラー」がなかった

と判|析し「70点台」とした．

標準的なものであり，妥当なものであり，その後

の対応も，砿症心疾忠発生IIｷの救危(救命処侭とし

て特に|&l題はなく，砿症心疾心を扱う大学病院と

しての棟雌的な診断と沽旅が行われていたと考え

られる.」とあり， 「操作エラー」と「検査適応エ

ラー」はなかったと考える．

「高度左室llu大,冠勤脈形成術およびステント治

療の既住のある高度冠勁脈疾忠で，陳lll性心筋梗

塞などの心臓疾忠に加えて, lll液透析治療中の悩

性腎不全を有しており，ハイリスクな状態であっ

た.」ということが，心停l上につながったと考え

る． 「病状説Iﾘlに対する説lﾘlが卜分でなかったと

考えられており，緊急とはいえ検代のl l的などに

ついての説|ﾘlが必要であり，特に， ，1.5度な左室肥

大に亜症冠助脈疾患を合併した本症例では，いつ

でも急変の可能性があることをﾘｷ段から説明して

おくべきであったと考えられる． しかし， これら

の説lﾘlをしていたとしても，心尚のﾀは免れなか

ったと考えられた.」とあり, lll辿となる「エラー」

がなかったと判断し「70点台」とした．

3．事例10 :肺動脈腫癌塞栓症（血管内腫瘍増

殖） （平均点67点）

「脈瘍摘出術後エラー」で， 「手術方法・摘出範

llilエラー」と「再発診断エラー」が問題となる．

h大腿部の淵II塊肉111nに対して広範切除術及びl1l";

再述術（忠肢温ｲf)がけわれた約9ヵ月後に，下

火締脈|ﾉ1に再発jW航したIIIK癌の離断遊離組織から

致死的肺動脈幹潅栓症をきたして死亡した．手術

方法として，血棡;秘械を併lllした忠肢温存手術が

選択されたが，現在の隙雌的な治療法であり， ‐|・

分な切除縁のある広範切除iliiで，放射線泊旅を行

わなかったのも妥1iであった．術前化学旅法によ

り11'n瘍縮小効果が見られたが，切除標本における

壊死率が50％以下でありイi効とは判断されなか

った． しかし，化学旅法が特効しなくとも生命予

後を改善させるとする報侮があI),本例に術後化

学療法が行われたことは妥当であった． これらの

点から， 「手術方法・摘出範IIIIエラー」はなかっ

たと考えた．

術後の局所再発の検索範IIWは，術前のI匝甥の画

像診'析上の位i iから決定されるのが一般的であ

り， この点で術後MRIの搬影範附は妥当なもの

といえる．全身の画像を経過観察として広範|〃|に

柵れば， まれなl11脚朗'}発なども検出可能であるが，

CTでは被曝の|ﾊl題があり,MRIでは検侮の畑雑

さのために一般には行われていない． また611下

旬，外来受診IIキ「ｲﾆi足のむくみがひどくなった」

｢【i大腿上部からli(if部に1l1";が浮き上がってき

た」と|"lliに不安をiﾘ「えており， この訴えがあっ

た際に造形Cr搬彩を行っていれば，肺塞栓症に

よる突然死を避けられた可能性があることから，

｢再発診断エラー」があったと考える．ただし，ルド

甥の血管内聯殖様式は極めて特異であり，血判;内

での脈瘍増殖を二"!llすることは困難であったと考

2．事例87 ：鼻出血の救急外来帰宅後の死（平

均点71点）

「救急外来エラー」であり， 「診察・診断・処世

エラー」と， 「入院の必甥性の判|断エラー」の有

無が|Al題となり， 「帰宅後の指示エラー」として

の「翌llの受診指示エラー」と「AI}宅後の飲酒を

控える指示エラー」も考えた． 「今IIII行われた

｢両側鼻腔の前方に詰め物をして圧迫1t血をはか

る」という処世が救急外来における処i趾として妥

当なものと考えた.」とあるように， 「診察・診

断・処置エラー」はなかったと考える． 「救急外

来での処世後に患者を入院させることもあるが，

一般的に，蝿出血後の経過脱察のためだけで入院

させることはないと考えた.」とあI), 「入院の必

要性の判断エラー」もなかったと琴えた．患者が

帰宅Hに飲泗をして酩ﾊI状態となったことは想定

外のものであり， 「今後は今l' 'lのことを教訓にし

て考えることは必要だが，通術はその指示がなく

ても問題はないと考える.」とあり， 「帰宅後の飲

酒を控える指示エラー」も'81題がなかったと考え
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えられる． また，本例のような特災な榔発をきた

した腫瘍の根治的治旅は不可能であり，死亡を避

けられた可能性はきわめて低いと考える． これら

のことを総合して， 「再発診断エラー」はあった

が， このエラーがなくとも死亡が避けられなかっ

たと考えられており， 「|妊娠としては合格だけど，

ちょっと物足りない部分がある腿旅」と判|断し

｢60点台」とした．

転移を認め，転秘は,急激にjW大，術後5ヵ月で死

亡した．総合して，医療として不合桁とするだけ

のエラーはなかったが， 「良い|長旅」とはいえず，

｢111い段階で脾ll鋤洲{」など， 「他にそれ以上に選

択すべき医旅があるけど， この医旅も合格といえ

る医療」と判断し「60点台」とした．

5．事例54 :十二指腸穿孔後の敗血症（平均点

65点）

「Iﾉ､l祝鏡的|･二指ll附穿ｲLエラー」として，ハイリ

スク症例として術尚の選定を恢砿にすべきであっ

たという 「施術背選択エラー」がlHl題となる． さ

らに，十二指||り穿孔後の「経過観察エラー｣， 「外

科的ドレナージ遅延エラー」が問題となる．

慢性腎ｲ《全を灯することで，粘脱の脆弱性があ

ったというハイリスクがあったが，指導者のもと

で慎重に行われており，穿孔後に, Il[ちに術者が

交替して|ﾉ1視鏡的穿孔閉釧が適切に行われてお

り， 「施術片選択エラー」は大きくなかったと考

えた．

十二猯||勝穿孔を契機として，数|｣後，後腹膜炎，

敗血症に陥り，除々にlll機能|"Ifが進行して，お

よそ二か月後に多|臘器不全に陥りﾀ亡しており，

穿ｲL後の「経過観察エラー」が|ﾊl迦となり，再穿

孔や膿瘍形成を前提として，より釧回|の画像検査

が望ましかったが, CT検在は，穿ｲL当Hと翌日

に行われた後，全身状態の悪化が兄られた第9病

llまで行われておらず，頻lnlに臨床検査を行って

いれば， もう少し早期に外科的ドレナージを行う

ことができ，救命しえた可能性があることから，

｢経過観察エラー｣， 「外科的ドレナージ遅延エラ

ー」があったと考え， このエラーがなければ救命

できた可能性が考えられる． しかし，穿孔後短時

|Alで敗血縦となっており，猟lnIに臨床検査を行っ

たとしても， 「外科的ドレナージ遅延エラー」を

避けられなかった可能性も考えられ， 「エラーが

死亡につながっているが，エラー以外にもﾀ亡に

つながったIIIかが〃ｲfする医療」と､ 'l断し「50

点台」とした．

4．事例61 :胃がん手術直後の心停止（平均点

65点）

「手術直後の心ll'lil';fll:エラー」で， 「手術適応､ ll

断エラー」と「卸lijエラー」が|ﾊl題となる．進行

Wがんに対して, 1'/がんからの出lilで貧lilがあり，

全身的なリスク評illiの後,W全摘術, lluのう摘出

術，脾臓摘出術がifわれており，手術適応判断エ

ラー」はなかったと考えた．

手術II!に脾臓からの出lilがあり, I上Ⅲlに難渋し，

手術時間が長時IIIIに及び, !IIIIml,tも急激に贈え，

蚊終的に脾臓を摘,'11し，出IILi,tが5,000mlに及ん

だ．早い段階で脾ll磯摘出を選択すれば，手術時間

の短縮、出lillitの減少に寄jj･できた可能性もある

が，明らかな「手術エラー」とはいえない． この

手術における多WIIIIIが心肺作1tにつながってい

るかも不lﾘlであり，心肺停止が起こったことが，

｢手術エラー」ともいえない．いずれにせよ，ハイ

リスクな状態での手術を行ったil'l:後に心肺停止状

態となっていたと考えられ，特に|H1勉となる医療

としてのエラーは確認されていない．

ハイリスクな状態での手術ということが，本人

や家族に伝わっておらず，手術についてとりわけ

大変なものではなく，手術時間は2IIｷ間半くらい

のH常的手術と認識していた．術前・術後の事態

の認識において，医旅|!lllと悠州llllで食い述いがあ

り，手術適応から，ハイリスク|ﾉ1容と起こりうる

詳細な合併症などを，忠背とその家族に分かりや

すく説明しておく必要があったと考え， 「説Iﾘl不

足エラー」を認めた.f術の約311fiHl後の心肺停

ltも，広い迩昧での「手術後エラー」と考える必

要がある．蘇生術で心拍は再|ﾙIしたが，意識レベ

ルの改善はなく，術後1ヵ「lのCTでlll膳にがん
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6．事例92 ：人工骨頭置換術後の感染及び出血

（平均点60点）

「人二l渦･弧置換術エラー」として， 「術後感染エ

ラー」と「術前輪IIL不足エラー」が問迦である．

人工骨頭慨換術を施付後, illl前感染のため抗1¥i剤

入りセメントスペーサー術を施行し，セメントス

ペーサーが破損したため，セメントスベーサー入

れ換え手術を行ったが， 夕方から容態が‘E(変し，

DICJPIm球食食症候腓を伴う手術後の|lill御|ｲ《|雌な

出血による出血性ショックから死亡した．

人工'冊･顛満換術施行後に糺ll耐感染が起きてお

り， 「術後感染エラー」を,認めているが，手術はク

リーンルーム（無I澗流旅籠）で行われており，感

染対策についても通旅すべきことは行われてお

り，結果的に，不幸にも術後の感染が起こってし

まったといえる．感染症への対策はきちんとされ

ていたため， 「術後感染エラー」は大きくなかっ

たと考えた．

「術前'l"lll不足エラー」として，貧lil状態が統い

ており，手術後にいずれもけlⅢが慾化していたこ

とから，手術中の輪lllだけで対応するのではなく，

これまでの短期|H1での敬回に及ぶ手術による世襲

や，商齢ということなどをふまえ， ‐乎術前に輪IIL

などを行って予め貧llilをもう少し改蒋してから，

手術を行った方がよかったといえ， 「術前輪lil不

足エラー」があったと琴えた． しかし, itlll状態

が必ずしも今回の!l#例の死亡に大きく影禅してい

たかは不Iﾘlであった．厳亜な無燗手術の徹底に努

める必要があり，また経過観察の徹底も号えられ，

よりよい医撫に向けてのﾂﾁﾉﾉが必要であるが，医

療として不合格とするだけのエラーはなかったと

考え， 「医療としては合絡だけど，ちょっと物足

りない部分がある医旅」と判断し「60点台」と

した．

える． しかし，深夜，救‘徴外米を，持続する低lll

圧，失神を主訴に受診し，葱I職消失発作を起こし

たため，脳|ﾉ1病変を先ず＝みえlliMCT等で適切に否

定したものの, ll,li雅ﾄ",iiまでは強く疑わなかった

のはll,lilil栓ｿi囎栓を生じる1'¥蛾（術後，外側，災!Ul

臥床， ホルモン療法, lfl''li雌旅行など）がなく，

またllfl吸|水|雌や胸揃などのII剛部症状に乏しかった

ことから止むをi(｝ないと思われる．低血圧，低酸

素lm症，呼吸|水|雌をともなう意識消失に対するア

セスメントとして, lil液ガスや心エコー検frさら

にはlli助脈造影CTをlil.E!に行う選択枝もあった

と思われ，心エコーを行うことにより，右心系の

拡大および心室II!陥のi,,i｣|え化など肺高血圧の所兇

が得られ， さらにllil鋤脈造形検街を行うことによ

り， ,急性llililil栓塞栓症の診断が得られて, (Iﾉl｣I1病

院に椎院し救命の機会があった可能性も否定でき

ない． しかし，急性ll,lilil代りi¥栓症の死亡率は，心

停ll"lでは約50%と救命'ｲ《'雌で'う後ｲく良であり，

また，早lUlに肺Ⅲl栓塞松ﾘii;と砂|析され，術瑚器リノ

l''l医のいるﾙ>i院に枢院したとしても，外科的対応

としてのf術症例は樋めて怖で，忠荷の死をlnl避

できた可能性は低い．一般の|ﾉﾘ科医では急性llilm

栓塞栓症の診断が|ｲ‘|雛なことはあるが， 「診'析エ

ラー」と門わざるを御ない． また，医療部1,|に心

者がIn症であったとの認識が必ずしも十分とはい

えず，忠背の状態についての報告の記録がなかっ

たことやn･泌師と医荷の連絡体制が不備であった

ことは「エラー」と考えられる． これらのことか

ら，医療として合桁ｲ《合桁の採点が分かれる可能

性が高く，合格の境界としての「60点」とした．

8．事例15 :冠動脈ステント術中の心停止（平

均点58点）

「芯動脈ステント術エラー」として， 「ステント

術手技エラー」と「泊旅選択エラー」がlAl迦とな

る． 「手術にしても経皮的芯助脈形成術にしても

術中や術後の‘急変の確率が商い瓶態であることか

ら，忠肯や家族に，無処ir.'lという選択肢も加えて

説明する必甥があった.」とあり， 「心臓外科とし

て両すI械換術と冠助脈バイパス術の選択はリスク

が間過ぎるとしたら,WI火化人肋脈弁狭窄への大

7．事例70 ：失神発作の救急外来と肺血栓塞栓

症（平均点59点）

「救急外来エラー」として「診断エラー」が問

題となる．解剖結果から，忽性llili塞栓症と診断さ

れたが，生前に， ‘急性IIII碓栓症と診断できなかっ

たということでは， 「診'析エラー」があったとい
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助脈弁置換術のみの施行など，他の術式の検討も

必要であった.」とあることから， 「雌処|〃」や

｢大動脈弁磁換術のみの施行」などを含んだ治旅

の中からの「淌療選択エラー」のnI能性もある

が， 「心不全症状に対応するため，大助脈弁狭窄に

対する人工弁irI換術を必要としてその前段階とし

て行われた冠肋脈ステン|､州蹴術試行'1!に心llilif;f

llこしたもので，悠尚の状態は，処i〃しなければl

～2年の予後であり手術を行おうという判断は妥

当であった」と考えられていることから， 「治旅

選択エラー」はなかったと考えた．冠動脈形成は

終了しており， 「ステント術手技エラー」はなか

ったと考える．冠助脈ステント術II!の心停止であ

り，広い意味での「冠動脈ステント術エラー」と

して対応を考える必要がある． これらを総合して．

医療として合格不合格の採点が分かれる可能性が

向く，合格の境界としての「60点」とした．

合してエラーがなければ．救命できた可能性があ

ったと考えられるが， 「エラーが死亡につながっ

た可能性がある隆旅｣， 「エラーが死亡につながっ

ているが，エラー以外にもﾀ亡につながった何か

が存在する医旅」と判断し「50点台」とした．

IO．事例,15 :気管カニューレ抜去後の心肺停止

（平均点51点）

「気管カニューレ抜去後エラー」として「カニュ

ーレ抜去時期判断エラー」と「病状慌視エラー｣，

鎮痛剤としてのペンタジンの使用に問題があった

という 「難剤選択エラー」が|H1題となる． カニュ

ーレ抜去後の朧視体制が-'一分であれば，低酸素血

症が起こって旱101に気道確保，再挿管等の処世を

行うことができ，救命しえたiII能性があり， 「病状

慌視エラー」があったと考える． また， 「薬剤選択

エラー」として， リ迄揃禰;111のため，人眠とII乎吸抑

制の起こるペンタジンを使川するという判断にも

問題があり, II,FI股ll制の少ない他の鎖痛剤を使用

するという判断もあった．前弧部刺部痛がカニュ

ーレ留世に起|klしており，樫ﾘI11の椛減が得られる

と考えてカニューレを抜去していたが，夕刻5 ：

00という準夜柵での気符カニューレの抜去とい

う 「抜去ll期判断エラー」もある．準夜帯は石誕

師の数が減り，手薄となるllfllll,lifであり，そのよ

うな十分な慌祝体ilillがとれない時間にカニューレ

抜去という､|:'l断を~|ざしたことは「カニューレ抜去

時期判断エラー」と考えられる． これらのことか

ら｢エラーがIﾘlらかに死亡につながっている医療」

と判断し「40点台」とした．

9．事例50 ：胃がん手術後の敗血症とDIC(平

均点5‘1点）

ji』期胃がんで, IIM腔鏡下|咽l !'llllllW切除術を|州始

し，術中にリンパ節転秘がlin認され，開腹術へ変

更され，合計1011flﾊlの手術となったが， 「手術エ

ラー」はなかったと考えた． 「術後敗lil症エラー」

として「薬剤選択エラー」と「ショック対策エラ

ー」が問題となる．術後第3病I｣よりアシネトバ

クター菌による敗lil症性ショックとなりDIC,多

臓器不全を併発し，第5病llに死亡している．感

染巣が不Iﾘlで敗lil症が疑われた時点で，抗菌スペ

クトルの広い第3世代セファム系抗1鼎i薬か， カル

バペネム系抗IMi薬弊の広領域の抗繭撚への変更が

望ましかったという 「薬剤選択エラー」があり，

さらにもっと1ILい時期に感染症|ﾉ1科からのコンサ

ルテーションが必災であり，救命できた可能があ

った．また.敗lm症ショックとなり，グラム陰性枠

I兇iが原因繭と|析定できた時点で直ちにICU入室

し，エンドトキシン (MII胞|ﾉ1雌素）対策，商サイ

l､カイン対策としてのPMX(エンドトキシンI吸

芯療法) JfCHDF(持続的lll液ろ過透析）など

を行うことが望ましかった． 」とあり， 「ショック

対策エラー」があると考えた． これらのことを総

ll．事例95 :昇圧剤投与量過誤とB細胞リンパ

腫（平均点5()点）

「薬剤投与l,tエラー」として， 「昇圧剤投与II(=

ラー」があったが，全身状態が悪く，昇圧剤の投

与･通エラーによる|Ⅲ圧の変jﾘﾉは乏しく， このエラ

ーと死亡の関述はなかったと琴えた． また，生前

に確定診|析が得られなかったという点で「診断エ

ラー」も考えられるが，論旅に不適切なものはな

く，解剖によI)診断された血符内B細胞リンパ脈

は，生前の診'析率が低いこともあり，確定診断で
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きなかったこともやむをi(｝なかったと号えられ，

｢診断エラー」はなかったと瀞えた．医療として

不合桔とするだけのエラーはなかったと考え，

｢医療としては合格だけど，ちょっと物足りない

部分がある医療」と､ ll断し, ｢60点台」とした．

で嚥下障害があり,W旗形成術が施行されており，

唾液分泌を抑制したいという希望に沿って，硫酸

アトロピン0.75mg/II (0.25mgを3Inl/H)を処

方された．翌l lから7Inl服川した時点で， 「どきど

きする」ことを向蝿したので病院に連絡し，硫酸

アI､ロピンlllllllのII! ll:.翌週に病院を受診するこ

とを指示された．服川をII! ltしした翌[l, ILI宅で

意識不Iﾘlで倒れており，病院に搬送された．入院

後，硫酸アトロビンを調剤した薬局から連絡が入

り，調剤時に誤って10倍l,tの7.5mg/日 (2.5mg

を3凶/｢I)を調剤していたことが判明した．入

院後1311 11に間度な糺ll崎性肺炎と肺水腫による

呼I吸不全で死亡した．

硫酸アトロピンの「薬剤調剤エラー」があった

が，硫酸アトロピンの初回及び二l''l l lの注入は病

室で管理のもと行われており，十分な観察が行わ

れており特に異常はなかった．意識不明で倒れて

いたのは，硫酸アトロピンのlllilllを!|:!止してから

24時|{1以上経過しており，洲肖'lエラーはあったも

のの死亡へのIAIIj.はなかったと判|析した．

生前, 5Imlの意細i'i失発作があり，雌後に意識

消失状態で発兇された際も， |脳幹部のﾙ鳩の彩稗

による呼l吸機能|唯秤によるものと巻えられた．脳

幹部If甥の治療及び経過観察にも特に問題はなか

ったとぎえた．

学生の採点で､Iえ均点46点となっていたが， こ

れは「調剤エラー」を亜人なものと考えたためと

考える．薬局の「調剤エラー」を見逃した点はあ

るが，初Imlからのlll棚を，病院で十分に観察して

異常がないことを確認しており，思音からの晒話

での問い合わせ時にはlll"11を中ltする旨を伝えて

いることから，説Iﾘlも適切に行われていたと判断

される．少なくとも， 「調剤エラー」が身体に悪影

禅を与えることは未然に|りjいでおり，調剤エラー

は死因にlfl与していなかったと考え，繰り返す失

神発作があったり)性の突然死として， 「医療とし

ては合枯だけど，ちょっと物足りない部分がある

|垂療」と判断し， 「60点台」とした．

12.事例16 :巨大骨盤内腫癌の摘出中の大量出

血（平均点.17点）

「腫瘍摘出手術エラー」として，手術IIIMit出lil

エラー」と「術前輪lll唯附不足エラー」が|&'題と

なる． さらに， 「術'l!判断エラー」として， 「手術

II'断・再開決|析エラー」や「分i'll摘出手術・選択

エラー」などが|Ⅲl題となる． 「手術II'大並出Imx

ラー」として'|ｻ雛lﾉ1の'二i大1K甥(ilil,t2,205g)

の摘出術の際に，大_lit,'lilil (11,4()Oml) して，出

血性ショックで死亡しており，術'l!の大II(出lilが

死亡に関連したと考える． 「術前堆附/f足エラー」

として，術前に輪Ⅲlの堆lliiが全くなく，大ht,'lllll

後に発注,巡加発注を行っており， 「術前輪1m準備

エラー」もｸ亡につながっている． また「術'1'判

断エラー」として, l llflHlに4,000mlの出lllが認

められていた時点での，「F術I|'|析｣， 「輪lilを確保

後に手術をIIn%l」することも隊えられた．脈漉が

骨盤に強く瓶i'fしておI),大きなll'n甥なので手術

操作の|ｲ《l雛性や''41．盤組織からの大出lilの可能性を

号えて， 11癌を分別して燗,'l'!する方法や, il!E甥の

被膜の一部を残して摘出する〃法，或いは組織生

検に止めて，二lUl的に切除する〃法などを選択す

る判|折も必要であった．そして輪lllの'|1･盤内手術

の困難さを経験したことのある医師や他科の医師

を交えての術前カンファレンスも必要であり，術

前のカンファレンスの検討記録を詳細に記i股し保

存する必要もあった．医旅としてｲ《合枯であり，

不適切な選択や対応が多いことから， 「エラーが

明らかにﾀ亡につながっているI災旅」と判|桁し

｢40点台」とした．

l3．事例23 :脳幹部腫瘍とアトロピンの誤調剤

(平均点.16点）

「薬剤投与趾エラー」としての「薬剤調剤エラ

ー」が|H1題となった．脳神部ﾙI甥（神経節膠IIII)

14．事例21 :食道穿孔と敗血症（平均点45点）

「心エコープローブによる食道穿孔エラー」で
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あり，手技としての「食道穿孔エラー」と， 「術後

敗血症エラー」としての「蕊j7'l選択エラー」の

｢予防的抗1%i薬選択エラー」と， 「沿旅抗I間薬選択

エラー」が問題となる. il!1:ちに穿ｲLHl職合修似術

が行われて，縦陥炎の発症もなかったが，術後よ

り発熱や下痢がみられ，術後14 1 1 11には燗llll症

から敗lⅢ症性ショックに至っており， 「食道穿ｲL

エラー」が「術後敗血症エラー」につながってい

る．当該病院での絲食道心エコープローブによる

食道穿孔が，過去2年|ﾊlに3件と発生頻庇が商く，

プローブ挿入時の無理な操作などがあったと考え

られ，挿入操作に|Al題があったことはIIIIr1である

と考えられる．

「術後敗lil症エラー」として, 2つの「薬剤選択

エラー」があり， 「予防的抗繭薬選択エラー」と，

｢治療抗菌薬選択エラー」があった．手術時の予

防的抗菌薬の投与方法が, Inl炳院が定めた抗I兇i莱

適正使川ガイドラインにおけるl!1術期予防投与を

遵守したものではないために, -f術|Ml"fi30分前

からの投与が守られておらず，執〃直前後に投与

された2郁顛の抗菌薬は食遊穿孔が発生した時点

での効果は期待できない． さらに，食道穿孔が発

生したことにより予防的抗附漿の選択には口腔，

咽頭内の常在I櫛を視野に入れ投与法を含めた兇而

しが必要であった．結果的には#'l感染や縦隔炎を

合併しなかったことから，広域スペクトラムをｲｧ

するフロモキセフとアミノ配械体により一定の予

防的効果は達成されている． しかし， フロモキセ

フが無効の腸球菌によるlil流感染で敗血症になっ

たことから，ペニシリン系かカルバパネム系への

変更が望ましかったことから， 「予防的抗菌薬選

択エラー」があったと考える．

さらに，治旅的な抗繭莱への変虹の遅れも指摘

され，治療的な抗附蕊の選択には早｝01にⅢl液埖錐

の検体を採取し，原因繭の|両l定と紫剤感受性試験

が必須であるが，検体採取の遅れが，その後の治

療結果に影稗した．起炎繭がフロモキセフ無効で

ある腸球耐と判Iﾘ}したのが術後第10病l lである

が, ICUから病棟へhi}室後Ⅳび発熱を認めた段階

で予防的抗菌薬は無効と､ドll断して治療的抗繭薬の

選択を感染制御部へコンサルトすべきであり，

｢治旅仇IW黙選択エラー」もあったと琴える．

また， 「解熱対莱エラー」としても， もう少し早

く集I|'泊旅室に収容して火爪の冷却'輸液や開心術

時に川いるクーリングマッ |､による強制全身冷却

をすれば早期に解熱がi(}られたnI能性も否定でき

ない．経過IIIに猟lulに起こった不|汕愈巡肋が発

熱・発汗・頗脈を誘発していたと考えられ，不随

意巡肋のコントロールも不十分であった．

上記を総合すると，医撫としてIﾘlらかに不合格

であり，技術的に問題があって食道穿ｲLを起こし，

致命的な「術後敗lil症エラー」を起こしており，

不適切な選択，対応が多い咲療であり， 「エラーが

Iﾘlらかにﾀ亡につながっているI災娠」と判断し，

｢40点台」とした．

15．事例19 :経鼻胃管誤挿入と栄養剤誤注入

（平均点39点）

「経禰;栄錐抑人エラー」であり，経櫛栄礎チュー

ブの再神人llfに「抑人エラー」があり，栄従剤が

lliliに誤注入されて, 1n度のllili炎, llilill臘甥を生じ死

亡した．絲艸W柵;の神人は耐仏師の業務の｢'1でも

覗故が起こりやすいものであり，十分に注意しな

がら行わなくはならない. ll本傭‘協会の「緊急

安全衝即'i,'i報: 2005年411 251 1」では，①胃

液･Wlﾉﾘ容の吸ﾘ|,②気泡i子の聴取，③x線によ

る位i趾確認の3つをすべて行うことが埜本である

としている． しかし，③X線による位|〃確認は被

ばくの|H1題や経YYの'81題もあり，実際に行われて

いる現場は少ないのが現'ﾉﾐである．本件では胃

液･W内容の服ﾘ|が確認できておらず，空女(の注

入首を確認しているのみであった．経卵胃智挿入

に際し, IIMi部でのI暇女(様反応が認められている

が，気祷Iﾉ1誤神人時に通術見られるような苫Iﾘlな

咳l嗽反射は械めて弱かつた可能性があり，誤挿入

に女(づきにくかった状況であったことが考えられ

る． 「絲櫛;栄職'’人エラー」により，栄錐剤が肺に

談注入されて, !IMM)ll,li炎, ll,li膿甥を起こして死

亡しており,M人なエラーが死亡につながって

いる医旅」と判断し「30点台」とした．
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考 察 義を受諭した学生に, 100点満点での採点をして

もらった． 2012年度と2013年度の両学部の誰義

受講生4グループで520人の採点結果が得られ

た． 4グループごとの鑛異や， ｜|ﾉil人平均点の差な

ど，ばらつきが目立った部分もあったが，あえて，

グループごとの比'陵や統ril･的解析は行わずに, 4

グループごとの平均点と520人全体の平均点を中

心に下記のような検討を行った．

医療となる条件として， 1 ．治旅を| |的とする．

2．医療として妥当な方法（医旅水碓)， 3．他者

さんの承諾の3つがある． このうちで， 「医旅

として妥当な方法｣， 「医療水準」をiIMiたしている

かの評価はむずかしい5)．医旅の【'Iを評illiするた

めに，いろいろな評価基準やチェック方法もある

6)7）

今Iml,採点基準を示さずに，法学部と医学部な

どの学生520人に， 100点満点で医療を採点して

もらい，医療を100点満点で採点することが役立

つかどうかを検討した． ある意味で, il!I:感的に，

いい医療と悪い医療という視点だけで採点しても

らった事になるが，採点には， 1冊|人差が大きく，

|司じ州列をみても，高得点をつけている場合と低

い点をつけていることがあり， ｜|占|人がlrilじ州llを，

時iﾊlをおいて採点すると遮った点激になることも

ある．これらの点数のばらつきがあることを前提

に, 520人全員での平均点と4グループごとの､Iz

均点，上下10％又は20％カツ |､した人数での平

均点，中央値などをみると, 151f例が，ある栂度

の意味を含んだ順番に並ぶことがわかった．

医療の採点は，いろいろな視点によって評illiが

違って来る．医師や医療関係者の立場での採点と，

他者さんや家族の立場でも述って来るし, !|!立的

な第三者的な評価が求められることもある．誰が

採点することがいいのかという問題もある・医学

的知識や経験の豊富な医師や医旅IAl係背による採

点は，医学的視点からの評価としてのlililliliがある．

同時に，医学的知識のあまりない人から，興味を

持ってもらい，医療を気軽に採点してもらうこと

によって，従来の視点と違った評illiがでてくるこ

ともあり，できるだけ多くの人から，医旅を採点

してもらうことが望ましいと考える． その|簾に，

100点満点での採点は，簡単に採点してもらえる

方法といえる．

今Iml,診療関連死モデル事業として，全ImllO地

域で行われている，医療の評illi洲査蛎業で行われ

てきた200例あまりの事例のうち15例を選んで，

その'lf例概要を資料として，医学部と法学部の耐

1．医療を採点すること

現在，医旅のサービスが問われる時代とされ，

新しい医療を提供できる病院や設備がきれいな病

院などサービス業としての医療に変化している．

そして，いかなるllｷ代においても，医療の根幹を

なすものは，安全性である．安全性を守る観点か

らも，医療の衝を向上させるために，医療の客観

的評illiが必要であり，そのために医療を採点する

ことが役立つと考えられる．

起こった!j下例を徹底的に糺ll部まで調べること

で、全容をIﾘlらかにし原|ﾉ〈Iまたは責任がどこにあ

るかを把握することが可能であり，どのようなこ

とで覗故が起こりうるかを考える絶好の機会でも

ある．そして, 1M々の医旅を反省することによっ

て，改善することにつながっていく． その際に，

医療に点数をつけることによって，どんなことが

減点の対象となっているのか，どこがよかったと

ころなのかということが，はっきりして，細部に

わたっての反台がiiI能になると思う． さらに，採

点した点数を示すことによって，事例ごとの反

省・改善点の惜､服を多くの人が共有することがで

き，同様な旦lf例の11}発防1kにもつながる． また点

数化することで，ただ良いか悪いかの判断だけで

なく，何がどの位いけないことなのかということ

がわかりやすくなる． 「30点台だから悪い． 80点

台だから良い.」と示した力が分かりやすいこと

もある．

2．採点についての学生のコメントから

「|垂学について全く知識のない人|間lが医療を採

点することができるのだろうか， もしできたとし

てもその点数に意味があるのだろうか．正しく判
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なる．減点方式での採点を行うことは，医旅を採

点する過樫の一部としては有効と考えるが，減点

〃式での採点結果をそのまま医療の採点とするこ

とには|剛遡があると考える．

「医療を採点する行為は，本来なら現場で場数を

蹄んだベテランの医師などや医学関連の学会がや

るべきである.」というコメントがあったが，ベテ

ランの医師や専門家の採点結果は，医学的な視点

で医旅を採点したものとして，医学評illiという而

で犬，IFなものである． しかし，医療の採点は，い

ろいろな視点からの採点が必要であり,"I III家だ

けではなく，様々な立場の人から医旅を採点して

もらうことが必要と考える． 「必要以_上の知識を

持たないことが反ってシンプルに判|析できるかも

しれない.｣， 「専門家とはまた違った観点から採点

することができる.｣， 「『知らないからこそ言える

意見」や「忠者の立場だからこそ言いたい意兇」

も意味がある.」というコメントもあり，学生の中

でも， !､Ifi''l家とは違った新しい視点や悠者の視点

の立場が亜要であると考えている者もいた．

「医療を採点して，普段触れない分野で，真仇||に

深く考えることも新鮮で面白かった.｣， 「新鮮な経

験であり，他の人の採点結果に大変興味を感じる

ようになった.」というコメントもあり，医旅を採

点することが楽しかったという人がいたことはう

れしかった．他の人の点数と比べることで，お互

いの視点の速い．評価の違いについての意兇交換

ができることもわかった．

断できているかも分からないのに気安く点数等を

つけても良いのだろうかと不安と疑問がわき起こ

った」というコメントが代表するように，医学的

な知識がない，少ない， ‐|･分でないということで，

採点をためらっていた学生が多かったようであ

る．

「明確な基準がなく，自己判断であったのでなか

なか難しかった.｣， 「具体的な雅準もなしに採点す

ることは非常に困雌である.｣， 「一つの基準だけで

採点しようとするのは不可能だと思った.」とい

うコメントがあったが， 「採点して行く中で，この

事例がこの得点ならばさっきの事例の得点はもっ

と低くなるべきではないかなど，何度も振り返り

採点し直すことがあった．そうしているうちに最

終的には自分の中で一定の基準ができて採点でき

るようになった.｣， 「自分のIIIで荷眼点が整理され

てくると時間もかからず採点できるようになって

いた.」とあるように，向分なりの判定埜準を意識

的又は無意識につくりながら採点したことが窺え

る．

「90点を基準として，医ilili ・行謹師の過失があ

る場合はその程度に応じて減点していった．重大

な故意・過失がある場合のケースはほとんどが

30点以下の点数にした｣， 「｢(!1が良いか』は分か

らなくても， 『何が悪いか」というのは明らかに

分かり，減点方式で点数をつけていけばいいこと

に気付きました.｣， 「医帥のlﾘlらかなミスがあった

場合は合格点(60点）よりマイナス10点，医師

として考えられないようなミスがあった場合はマ

イナス20点と採点したが，そのミスがどれほど

のミスなのかわからないこともあり，明確な基準

がない場合は，採点者の主慨に委ねられ暖昧なも

のになってしまう.」というコメントがあったが，

｢医療に100点満点はない｣， 「医療には正解がな

い」といわれるように，医旅の採点の最高点をど

のような医療とするか，減点方式で何点からマイ

ナスとするかなども問題となる．減点方式では，

ミスのないマイナス点のない医療の得点が高くな

ることになり，手術や危険を伴うような検査を全

く行わない， ミスが殆ど発生することのないよう

な平凡な医療だけが商得点になってしまうことに

3．医療の新たな採点基準

「採点jIWについてよく理解できず,採点に各ケ

ースによってばらつきが出てしまうことを感じ

る．一人の人間が採点しても点数にばらつきが出

てしまう上に，多数の人|尚lによって採点が行われ

るとりjにばらつきがI1Mてしまう．共辿の評1lli尺度

が必要になることだろう． しかし－－･方で，各ケー

スによって問題点の所在はかなり多様であるとい

うこともあり，共通の評価尺度で採点することは

難しいという点も事実．このバイアスに関しては

どのように解消していくか考える必要がある.」

というコメントがあり，それに答えるために採点
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埜準を作成することにした． 15恥例の資料をさら

に熟読して，それぞれの二'l#例における，チェック

ポイントとなる|&'題点を， 「エラー」として表現

してみた．そして，その「エラー」を!''心に新た

な採点JIW(川ﾉ1:｣,"Ii)を号えてみた．

そもそも医旅で100点満点は考えられず,特に，

死亡例のj肌合の腱旅では， 90ﾉ､'､(を上|眼と:号えてい

る．医療の合枯点を60点として， 8()点以上が

｢最上級の医旅｣, ｢III!想的なIM(｣, 70点台は， 「良

い医療｣， 「エラーを認めない医旅｣， 「採点者全員

が, 60点以上の合格とする医旅｣， 「日頃，どこで

もこんな医旅が行われているという|尺旅｣， 「特に，

問題点や改沸点がみつからない医旅｣， 「2つ以上

選択できる方法がある場合に，殆どのIKillliがこの

医療を行うだろうと考えられる医旅｣， 60点台は，

｢死亡につながらないエラーがあるが，医療とし

ては合格と判|析できる|量療｣， 「60点以上の合格点

とする採点音が半数以上の医旅｣， 「他にそれ以上

に選択すべき|尺旅があるけど， この医旅も合格と

いえる灰旅｣， 「|塁旅としては合桁だけど，ちょっ

と物足りない部分がある医旅｣， 50点台は， 「エラ

ーが死亡につながった可能性がある|妊娠｣， 「エラ

ーが死亡につながっているが，エラー以外にも死

亡につながったIIIIかが存在する|量撫｣, ｢60点以上

の合格点とする採点者がいるが，半数以tの採点

者が不合格とする医療｣， 「合桁点にi''Iかが足りな

い医療｣， 「あと－．歩で合格といえる灰旅｣， 「エラ

ーの改善点が小さく，すぐに改藤できる|を旅｣,40

点台は， 「エラーがIﾘlらかに死亡につながってい

る医療｣， 「60点以上の合格点とする採点背がごく

少数いる医療｣， 30点台は， 「IE大なエラーが死亡

につながっている医療｣， 「許されないエラーのあ

る医療｣， 「60点以上の合絡点とする採点行がいな

い医療｣， 20点台は， 「絶対に許せない|長旅｣， 「採

点者の半数以上が， 30点未満とする|彊旅｣， 「埴過

失のある'憂旅｣， 「刑1F処分の対象となる可能性の

高い医療｣， 10点台は， 「医旅とはIIfびたくないも

の｣， 「般低の医旅｣， 「刑瓶処分が免れない医療｣，

10点未満は， 「採点対象外」で， 「腿療とは呼べな

いもの｣， 「医療IIf故ではなく，医旅犯罪とすべき

もの」と考えた．

80点以上の「雌1級の医旅｣， 「理想のl玉療」に

ついて琴えたが，死亡例で80点以上の医療をな

かなか思いつかなかった．あえて，例を上げれば，

末期がんの終末期医旅で，樽ｿI揃呼の綏祁医療が完

壁に行われ，家族や友人途にllilまれてQOLの高

い時間を過ごしながら，安らかにﾀを迎えられた

時の医旅を， 「85点」と号えた． このほかに， 80

点台のⅨ旅があるかどうかを考えていただきた

い．

.1 .川井基準による15事例の採点

川j|量Jl馴;で15例をあらためて採点して， 520人

の学生の採点結果の､I見均点と比べてみた（表－6)．

80点台は1例もなく， 70点台が2例で，事例

56 （平均75点） と亦例87 （平均74点）であっ

た．

切点台が5例で, 1f例10 (平均67点),事例61

(平均65点), 'lF例92 (平均6()点), ='lF例95 (平

均50点), jif例23 (平均46点）であり, 60点

(合格の境界）が2例で， 』li|#ll70 (平均59点） と

事例15 (Wり58点）であった．

50点台が2例で， ＝抑1154 (平均65点),事例

50 （平均54点）であった．

40点台が3例で, 1If例45 (平均"点), 4f例16

(平均47点), 1f例24 (平均45点）であり, 30点

台が1例で， 1I例19 （平均39点）であった．

川井j1脚iの採点結果と学生の平均点と比べてみ

ると （表-6), 70点台のllf例56と州列87の2例

は，学生の平均点も75点， 74点であった． 60点

台の7例のうち，邪例10， 1‘例61, IIF例92の3

例は，平均点が67点， 65点， 60点と60点台であ

ったが， pli例95は，平均点が50点であり，事例

23は平均点46点であった． 60点（合格境界）の

事例70と41ド例15の平均点は59点と58点であっ

た． 50点台の2例のうち， ﾘ例5()の平均点は54

点と50点台であったが, ]l1例54の平均点は65

点であった． 40点台の31#llのうち, 11I例16,事例

24の2例は，平均点が47点， 45点と40点台であ

ったが, 1i例45の平均点は54点であった． 30点

台の州列19の平均点は39点であった．

刺列23は，脳幹部ﾙK甥のｿ)性で，アトロピンの
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例では，穿孔後に，頻1回Iに|臨床検査を行っていれ

ば， もう少し早期に外科的ドレナージを行うこと

ができ， 「経過観察エラー｣， 「外科的ドレナージ遅

延エラー」があったと蓄え， このエラーがなけれ

ば救命の可能性があったと考えられており， 「死

亡につながるエラー」があったことから，合格と

はできないと判断すべきであった． また，事例45

の気管カニューレ抜去とペンタジン投与例では，

｢カニューレ抜去時期判断エラー」と「病状慌視

エラー｣，ペンタジンの「莱尚'1選択エラー」とエ

ラーが重なっており， 「エラーが明らかに死亡に

つながっている」と判断すべきであったが， この

判断は|-分な医学的知識のない学生には困難であ

り．資料の記載も不十分であったと考えた．

これらのことから，採点するための情報，資料

が亜要な役割であることがはっきりしており，そ

の記紋方法によっても採点の点激が大きく変わる

ことが考えられる．

誤調剤があった例である． 「薬剤投与型エラー」

として，薬局の「洲剤エラー」を見逃した点はあ

り，学生はこの点を大きなエラーと考えて， 50点

台が117人（22.5％)，40点台が104人（20.0％）

と多く， 60点以_l皇が131人(25.2%)と少なかっ

たために平均点が45.5点と低くなっていた． しか

し，実際には，初|回|からの服用を，病院で十分に

観察しながら行って異椛がないことを確認してお

り，患者からの通話での問い合わせ時には服川を

中止する旨を伝えていることから，説明も適切に

行われていたと判断される．少なくとも， 「調剤エ

ラー」が身体に悪形稗を与えることは未然に防い

でおり，調剤エラーが死IXIに関与していなかった

と考え， 「亡につながらないエラー」であると

判断できたため， 「60点台」とした． 「調剤過誤」

があったことと，死亡との関連が資料から十分に

読み取れなかったためと考えた． ｜司様に，事例95

のB細胞リンパ脈女性で，昇圧剤投与量過誤があ

った例でも， 「薬剤投与l,tエラー」としての「昇

圧剤投与丑エラー」があったが，すでに全身状態

が悪く，昇圧剤の投与IItエラーによる血圧の変助

は乏しく， このエラーと死亡の関連はなかったと

考えらる事例であり，学生はこのエラーを大きく

考えて， 50点台が156人（30.0％)，40点台が93

人（17.9％）と多く, 60点以上が166人(31.9%)

と少なかったために平均点が50．2点と低くなっ

ていた． これらの2例は，エラーと死亡の関連に

ついて，資料のほかに，状況の袖足説明が必要で

あったと考えた．

一方，事例54の十二指II脇穿孔後の敗血症では，

｢この患者の雅礎疾忠は心不全や腎不全など敢病

化しやすいものであった．医擦行為自体は適切な

ものであり，忠行の堆礎疾忠に加えて，他の病気

も多々発病したので，医療従事音に何らかの過失

が認められたとは考えられない.」 「十二指腸穿孔

の対応に関しては適切であり，多機能不全に|災lし

ては他の医旅行為でliil避することは不可能だっ

た」という記述で合絡と考える学生が多く， 70点

台が121人（23.3％)， 60点台が118人（22.7％）

と多く， 60点以上が366人（70.4％） と多かった

ので平均点が64．6点と商かつた． しかし， この]|ド

5．医療を採点することの今後

新たな採点基準（川井）IWi)は， まだ，不十分

なものであり，未完成なものと考えているが， こ

の基準と採点結果について，いろいろな視点から

ご意見ご批判を頂くことによって．医療の採点基

碓としてより使いやすいものに近づけていきた

い．

医療を100点満点で採点する場合， |差療関係者

の立場からの採点，患者さんや家族の視点からの

採点，第三者的な｢|!立な立甥での採点など，いろ

いろな視点からの採点が必嬰である．

医療の技術的なレベル，診断能ﾉjレベル，診療

行謹レベル，病状説明レベルなどの尺度からの採

点もあり，医療の採点といっても，一つのものが

あるわけではなく，いろいろな採点がある．それ

らを，総合的にとらえるような採点も必要と考え

る．

医療の採点を行うことは，Ⅸ旅の質を高めるう

えでとても重要な役荊になると考えており，特に

100点満点で採点して,「この医旅は何点（何点台）

です」と表現することによって，誰にでも分かり

やすいものとなる．点数に表すことは，なにか物
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す． また，本研究に関して助言・協力を頂いた教室の皆

様にお礼巾し上げます．

事を評価する|簾に雌も簡単に可視化することがで

きる方法であり，点数をつけるという過程が，そ

れぞれのiifilliの基準を考えるきっかけとなる．医

療関係者だけではなく，一般の方々を含め多くの

人に，医療を気軽に採点してほしいと思っており，

その際に, 100点満点で医旅を採点することを試

してほしいと思う．

その際に，川井採点』,2唯が少しでも役立つこと

を期待しており，医療の採点を通して，医旅の向

上・発腱につながることを望む．
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