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再周知特集 その１
（人工呼吸器等の取扱い時の注意について）

（事例１） 人工呼吸器を使用中、気づかないうちにバッテリ駆動になっており、バッテリ切れアラー
ムが発生し、換気が停止した。確認するとコンセントから電源プラグが抜けていた。

１ 使用中の電源に関する注意点について

人工呼吸器を使用中には、AC電源が供給されていることをインジケータなどの表示で
常に確認すること。

臨時号Ｎｏ.１ ２０２０年 ４月

新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、医療現場で人工呼吸器等を使用する
機会が増えています。これまでのPMDA医療安全情報から、人工呼吸器等の取扱い
において、安全使用のために注意するポイントをまとめました。

換気停止！

電源プラグ抜け

バッテリ充電切れ
バッテリ駆動への

切り替わり

アラームに気づかずバッテリ駆動に切り替わり、バッテリが
充電切れになると、換気停止となり、大変危険です。
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ウォータートラップからのガスリーク

（事例 ２）人工呼吸器のアラームが鳴り、患者さんはチアノーゼ状態であった。ウォータートラップの
カップを取り付け直すと呼吸状態が改善した。

低圧アラーム発生時の留意点について２

低圧アラームや低換気アラームが鳴った時は、回路からのガスリークが考えられます。

考えられる原因と箇所

①回路の破損

②回路の接続不良

③気管切開チューブ等のカフ圧不足

加温加湿チャンバ

加温加湿器

バクテリアフィルタ

ウォータートラップ

ガスの流れ

ガスの流れ

「不確実な接続」,「誤接続」,「蛇管の亀裂やチャンバの破損」などに

十分注意してください。特に、ウォータートラップは見落としがちです！

不確実な接続の事例

カップ

ウォータートラップからの水抜き後は、必ずカップが確実に接

続されているか確認しましょう！
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（事例 ３） 人工鼻による人工呼吸管理を行っていたが、加温加湿器に変更する際に、人工鼻をつけた
まま、加温加湿器を接続した。

人工鼻と加温加湿器の併用禁忌について３

人工鼻と加温加湿器は併用しないこと。

人工鼻とネブライザは併用しないこと。

人工鼻を使用した場合

加温加湿器を使用した場合

人工鼻あり

人工鼻なし

併用禁忌

人工鼻と加温加湿器やネブライザなどを併用すると、過度の吸湿により

人工鼻が閉塞し、患者さんの換気が困難となる恐れがあります！
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独立行政法人

＊このPMDA医療安全情報は、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報
収集等事業報告書及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律に基づく副作用・不具合報告において収集された事例の中などか
ら、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が専門家の意見を参考に医薬品、医
療機器の安全使用推進の観点から医療関係者により分かりやすい形で情報提供
を行うものです。

＊この情報の作成に当たり,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なく、あくまで医療従事者に対し、医薬品、医療機器の
安全使用の推進を支援する情報として作成したものです。

本情報の留意点

発行者： 医薬品医療機器総合機構 お問合せ先：医療安全情報室

どこよりも早くPMDA医療安全情報を
入手できます！
登録はこちらから。

TEL  03-3506-9486（ダイヤルイン）
FAX  03-3506-9543 https://www.pmda.go.jp/

ヒーターワイヤの外れ

温度プローブの外れ

温度プローブの外れ

ヒーターワイヤの外れ

電源の入れ忘れ

人工呼吸器に関連したヒヤリ・ハット事例等では、

加温加湿器に関する事例が、多く報告されています。

温度プローブの外れ

給水忘れ

繰り返し報告されている加温加湿器の事例４

関係学会から出されている新型コロナウイルス感染症に関する
ガイドライン等もご確認ください！

この「PMDA医療安全情報再周知特集」に関連したPMDA医療安全情報もご参照ください。
● PMDA医療安全情報No.7 「人工呼吸器取扱い時の注意について（その1）」
● PMDA医療安全情報No.11  「人工呼吸器取扱い時の注意について（その2）」
● PMDA医療安全情報No.20  「人工呼吸器取扱い時の注意について（その３）」
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新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、医療現場で人工呼吸器等を使用
する機会が増えています。これまでのPMDA医療安全情報から、気管チューブ
等の取扱いにおいて、安全使用のために注意するポイントをまとめました。

再周知特集 その２
（気管チューブ等の取扱い時の注意について）

（事例１） 人工呼吸器装着中の患者さんの体位変換を行った際、気管切開チューブや呼吸回路を
保持していなかったために、気管切開チューブが抜けてしまった。

１ 体位変換時などの注意点

人工呼吸器装着中の体位変換は、気管切開チューブなどを保持して行うこと。

臨時号Ｎｏ.２ ２０２０年 ４月

体位変換時には、患者さんに
挿入されているチューブ等の
抜けに注意しましょう。

気管切開チューブを
保持していない！

気管切開
チューブの
抜け！！
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（事例2） モニタのSpO2下限アラームが鳴ったので確認したところ、気管チューブが食道に誤挿管
されていることがわかった。

抜けかけた気管チューブ、気管切開チューブを発見しても、あわてて押し込まないこと。

食道への誤挿管のおそれ

抜けかかっている！ あわてて再挿入！

発見した場合は、速やかに医師に連絡しましょう。また、挿管後は、

呼吸音を聴取するなどして、適切に挿管されたことを確認しましょう。

２ 抜けかけた場合の注意点

気管チューブ、気管切開チューブの固定状態を常に確認すること。

３ 留置中の注意点

（事例３） 人工呼吸器のアラームが鳴ったので駆けつけると、留置していた気管切開チューブが
抜けかけていた。

気管切開チューブなどの

抜けを防ぐために、固定

ひもがゆるんでいないか、

回路の重みで引っぱられ

ていないかなど、定期的

に確認しましょう。呼吸回路

固定ひも

気管切開
チューブ

換気困難！チューブの抜け

固定のゆるみ など
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独立行政法人

＊このPMDA医療安全情報は、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報
収集等事業報告書及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律に基づく副作用・不具合報告において収集された事例の中などか
ら、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が専門家の意見を参考に医薬品、医
療機器の安全使用推進の観点から医療関係者により分かりやすい形で情報提供
を行うものです。

＊この情報の作成に当たり,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なく、あくまで医療従事者に対し、医薬品、医療機器の
安全使用の推進を支援する情報として作成したものです。

本情報の留意点

発行者： 医薬品医療機器総合機構 お問合せ先：医療安全情報室

どこよりも早くPMDA医療安全情報を
入手できます！
登録はこちらから。

TEL  03-3506-9486（ダイヤルイン）
FAX  03-3506-9543 https://www.pmda.go.jp/

（事例4） 人工呼吸器の分時換気量低下アラームが鳴ったので確認したところ、カフラインが患者の
首もとに落ちていた。

４ 気管チューブを固定する際の注意点

気管チューブを固定する際は、カフラインが患者の歯に接触しないように注意すること。

患者が、歯で気管チューブのカフ

ラインを噛み切ってしまうと、

カフが収縮して、吸気ガスの漏れ

（リーク）につながる

おそれがあります。

カフライン

気管チューブ

カフ

吸気ガスの
リーク

カフ

換気量の
低下！

関係学会から出されている新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン
等もご確認ください！

この「PMDA医療安全情報再周知特集」に関連したPMDA医療安全情報もご参照ください。
● PMDA医療安全情報No.30 「気管チューブの取り扱い時の注意について」
● PMDA医療安全情報No.35  「気管切開チューブの取り扱い時の注意について」
● PMDA医療安全情報No.36  「チューブやラインの抜去事例について」
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安全使用のために注意するポイント

セントラルモニタ、ベッドサイドモニタ等の
取扱い時の注意について

（事例１） ベッドサイドモニタのアラームが鳴っていたので訪室すると、モニタ上の心電図波形が
乱れており、確認すると患者に装着していた電極がはがれていた。

１ テクニカルアラームに関する注意点（電極のはがれ）

電極は粘着力が低下する前に、定期的に交換すること。

測定不良！
粘着力の低下による

電極のはがれ

電極は長期間の使用や患者の発汗など皮膚の状態によっては粘着力が低下

します。電極の交換時期についてのルールを決め、電極がはがれる前に交

換することで、測定不良を減少することができます。
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（事例2） 受信不良アラームが鳴っていたので確認すると、患者に装着した送信機の電池が消耗
しており、セントラルモニタで受信されていなかった。

２ テクニカルアラームに関する注意点（電池切れ）

セントラルモニタに電池交換のマークなどが表示されたら、アラームの有無によらず、
送信機の電池を速やかに交換すること。

送信機

受信不良！電池の消耗

セントラルモニタ

受信良好！

電池交換の表示例

日本光電工業(株)

フクダ電子(株)

ＤＳ－８７００システム

(株)フィリップス・ジャパン

セントラルモニタ フィリップス患者情報センタ

シリーズWEP-1000
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（事例3） モニタ用アンテナから遠い病室で患者のモニタリングを行ったため、送信機の電波を
セントラルモニタでうまく受信できず、頻回に受信不良アラームが鳴った。

３ テクニカルアラームに関する注意点（受信不良）

モニタ用アンテナの受信可能なエリア（病室）を把握しておくこと。

スタッフ
ステーション

送信機とアンテナの距離が遠い場合や、壁などの遮へい物がある場合には

電波が届かず、セントラルモニタ側で受信不良となります。!

セントラルモニタ

電極の外れやはがれ・電池切れ・電波不良・プリンタの用紙切れなど

テクニカルアラームを軽減する環境の整備が必要です。

モニタ用アンテナ

受信可能
エリア

○○さん

△△さん
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（事例5） 患者Aのモニタが波形異常を示していたため、確認したところ、患者Aと患者Bの送信機
が入れ替わっていた。

５ モニタ設定に関する注意点

（事例4） 患者の清拭時、生体情報モニタや送信機のスイッチをOFFにしたが、清拭後にONにする
ことを忘れ、急変に気づくのが遅れた。

４ 送信機の取扱い時の注意点（電源の入れ忘れ）

清拭などのケアのために、送信機等の電源をOFFにした場合、必ず電源をONにし、
セントラルモニタ等にて波形等を確認すること。

4/5

送信機が装着された患者とセントラルモニタに設定された患者情報が正しいかを確認
すること。

急変！

△△さん

○○さん

波形異常

正常

○○さん

△△さん

○○さんが急変！

複数の送信機を取り扱う可能性があるため、患者ごとに設定するなど

セントラルモニタの設定手順を確立することも重要です！

？
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独立行政法人

＊このPMDA医療安全情報は、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報
収集等事業報告書及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律に基づく副作用・不具合報告において収集された事例の中などか
ら、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が専門家の意見を参考に医薬品、医
療機器の安全使用推進の観点から医療関係者により分かりやすい形で情報提供
を行うものです。

＊この情報の作成に当たり,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なく、あくまで医療従事者に対し、医薬品、医療機器の
安全使用の推進を支援する情報として作成したものです。

本情報の留意点

発行者： 医薬品医療機器総合機構 お問合せ先：医療安全情報室

どこよりも早くPMDA医療安全情報を
入手できます！
登録はこちらから。

TEL  03-3506-9486（ダイヤルイン）
FAX  03-3506-9543 https://www.pmda.go.jp/
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（事例6） 同時に複数名のアラームが鳴動したため、一旦全てのアラームを中断した。アラーム
が鳴動した患者に順次対応しており、緊急性の高い患者への対応が遅れた。

６ ベットサイドモニタ等の適正な使用について

（事例7） アラームを解除しても頻繁に鳴動しており、体を動かしているために鳴動しているもの
と思い込み、対応が遅れた。

本医療安全情報に関連した関係団体からのお知らせを、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホー
ムページ（https://www.pmda.go.jp/index.html）＞安全対策業務＞情報提供業務＞医療安全情報＞関係
団体からの医療安全情報などについてのお知らせ＞「一般病棟における心電図モニタの安全使用確認ガ
イド」に掲載しております。

ベットサイドモニタ等の必要性

患者ごとに、ベットサイドモニタ等

の必要性等をチームで検討すること

が大事です。

「○○さん、状態が落ち着いたので
セントラルモニタをはずして、

パルスオキシメータに変更しましょう！」

適正なアラームの設定

心拍数の閾値や不整脈などの
アラームは、患者の病態に応じて
適宜、設定を変更しましょう！

アラームの適正な設定によって、

頻繁なアラームを減らすことが

できますね。また、適切なアラー

ム音や音量を検討する

ことも重要です。

アラームが鳴動した際の基本的な対応方針を明確にすること。

セントラルモニタ等の適切な使用のため、必要性等をチームで検討すること。
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