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評価結果報告書の概要版 

一般社団法人日本医療安全調査機構が発足した平成 22 年 4 月より本事業終了までに交付し、ご遺族および医療

機関より公表のためのご承諾をいただいた報告書 148 事例（№77～224）の概要につきまして、すでに当機構のホ

ームページに掲載されている事例を含め、まとめて掲載しております。なお、社団法人日本内科学会が報告書を交

付した№1～76 の事例につきましては当機構「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」ホームページをご

覧ください。（http://www.medsafe.jp/reports.html）        *タイトルの前の番号はホームページ内の事例番号です。 
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 149 タイトル 在宅での胃瘻カテーテル交換後に腹膜炎を併発して死亡した事例 202 

 キーワード 胃瘻カテーテル交換、瘻孔破綻、腹膜炎、在宅医療 
   
 150 タイトル 総胆管結石に対して施行された内視鏡治療直後に死亡した事例 207 

 キーワード 総胆管結石、急性胆管炎、閉塞性黄疸、ERCP、EST、鎮静、頻脈、低酸素血

症 
   
 151 タイトル 急激な経過を辿った急性水頭症による死亡事例 209 

 キーワード 嘔吐、not doing well、水頭症、高度低酸素性脳症、小脳腫脹 
     
     



 152 タイトル 妊娠 37 週 1日に子宮内胎児死亡により死産となった事例 211 

 キーワード 子宮内胎児死亡、拡張型心筋症、出血傾向、死産、母体の肝機能障害 
   
 153 タイトル 直腸穿孔にて帰宅後ショック、心肺停止となった事例 213 

  キーワード 直腸穿孔、CT 診断、研修医の指導体制 
   
 154 タイトル 肺多形癌と多発転移による死亡 215 
 キーワード 肺多形癌、多発転移、線維素性心外膜炎、病状説明、情報共有 
     
 155 タイトル 縮小肺切除区域同定目的の経気管支的送気直後に死亡した肺癌事例 218 
 キーワード 肺癌、縮小肺切除術、気管支穿刺経気管支的送気法、空気塞栓症 
   
 156 タイトル 胸椎手術後に、脾損傷に伴う腹腔内出血により死亡した事例 221 
 キーワード 人工透析、脊髄麻痺、結核性脊椎炎、一期的脊椎前後方除圧固定術、腹腔内

出血、脾腫 
   
 157 タイトル ガーゼ遺残の既往があり、感染性心内膜炎から脳梗塞を来した事例 225 
 キーワード ガーゼ遺残（ガーゼオーマ）、感染性心内膜炎、脳梗塞 
   
 158 タイトル 重症急性出血性膵炎による死亡 229 
 キーワード 膵炎、アルツハイマー病、呼吸循環管理、臓器不全 
   
 159 タイトル 膀胱癌に膵臓癌を合併した多重癌（重複癌）の事例 231 
 キーワード 膀胱癌、膵臓癌、多重癌、読影報告書 
   
 160 タイトル 内視鏡下鼻副鼻腔腫瘤生検術後 2日目のくも膜下出血による死亡 234 
 キーワード 内視鏡下鼻副鼻腔腫瘤生検術、くも膜下出血、巡視、死後硬直 
   
 161 タイトル 下部消化管内視鏡検査による大腸穿孔により死亡した事例 237 
 キーワード 多発性転移性腫瘍の原発巣精査、便秘、下部消化管内視鏡検査、大腸穿孔、

気腫、気胸 
   
 162 タイトル 急性胃腸炎と診断された翌日、急性大動脈解離を発症し死亡した事例 240 
 キーワード 破裂性急性大動脈解離、スタンフォード A 型、急性胃腸炎 
   
 163 タイトル 低位前方切除術後に縫合不全をきたし術後 6日目に死亡した事例 243 
 キーワード 直腸癌、低位前方切除術、縫合不全、腹膜炎、クリニカルパス 
   
 164 タイトル 星状神経節ブロック後、短時間で心肺停止となった事例 249 
 キーワード 星状神経節ブロック、神経ブロック合併症、救命処置 
   
 165 タイトル RS ウイルス感染症疑いで入院中、抗菌薬投与後急変した事例 252 
 キーワード RS ウイルス、抗菌薬、心肺停止、Substance P 
   
 166 タイトル 肝門部胆管癌に対する根治的切除術後 7日目の死亡事例 255 
 キーワード 肝門部胆管癌、肝左葉切除術、消化管出血、腹腔内出血、循環不全、心原性

ショック 
   
 167 タイトル 下顎悪性腫瘍切除術後、鎮静剤投与により死亡した事例 257 
 キーワード 下顎歯肉癌、下顎悪性腫瘍切除術、喉頭浮腫、鎮静剤投与 
   
   



 168 タイトル 神経線維腫Ⅰ型の患者が腎臓摘出術中に大量出血をきたし死亡した事例 261 
 キーワード 神経線維腫 I 型（フォンレックリングハウゼン病）、腎臓摘出術、血管壁の脆弱性 
   
 169 タイトル ERCP 後に傍乳頭部穿孔と急性膵炎を併発した事例 265 
 キーワード 胆管結石、ERCP、消化管穿孔、急性膵炎 
   
 170 タイトル 早期胃癌術後せん妄状態となり急性肺血栓塞栓症で死亡した事例 268 
 キーワード 早期胃癌、吻合部出血、せん妄、肺血栓塞栓症 
   
 171 タイトル ERCP 後に重症急性膵炎を発症し、死亡した事例 270 
 キーワード 胆嚢癌、閉塞性黄疸、ERCP、重症急性膵炎 
   
 172 タイトル 胃癌化学療法後呼吸不全による死亡 275 
 キーワード 肺炎、カンジダ感染症、低栄養、病状説明 
   
 173 タイトル 腹腔鏡下幽門側胃切除後 22 日目に吻合部潰瘍出血により死亡した事例 277 
 キーワード 胃癌、腹腔鏡下幽門切除術、ビルロート I 法、吻合部潰瘍、クリッピング、出血性

ショック 
   
 174 タイトル 脳室腹腔短絡術中に心タンポナーデを起こし死亡した事例 280 
 キーワード 特発性正常圧水頭症（iNPH）、V-P シャント手術、合併症、心タンポナーデ 
   
 175 タイトル 妊娠 37 週に突然の発熱･呼吸障害･DIC から急死した事例 284 
 キーワード 妊娠、発熱、呼吸障害、リンパ増殖性疾患、血球貪食症候群、DIC（播種性血

管内凝固症候群） 
   
 176 タイトル 気管切開後、気管カニューレ再挿入にて呼吸状態改善せず死亡した事例 287 
 キーワード 筋萎縮性側索硬化症、気管切開、気管カニューレ再挿入 
   
 177 タイトル 蝶形骨洞内腫瘍に対する経鼻的内視鏡下生検術中に大量出血し死亡した事例 291 
 キーワード 肺癌、蝶形骨洞内腫瘍、下垂体腺腫、経鼻的内視鏡下生検術、クモ膜下出血 
   
 178 タイトル 肝切除術後、遅発性胆汁ろう合併、感染症、腎不全悪化にて治療中、急死した事例  294 
 キーワード 肝切除術後、遅発性胆汁ろう、コミュニケーション不足 
   
 179 タイトル 血液透析療法中に心肺停止した事例 296 
 キーワード 血液透析、冠動脈造影検査、虚血性心疾患 
   
 180 タイトル 熱中症による脱水症と診断後、意識障害、呼吸不全を来し死亡した事例 298 
 キーワード 十二指腸潰瘍瘢痕（強度狭窄）、嘔吐、脱水、悪性症候群 
   
 181 タイトル 原因不明の腹痛・発熱・肝障害に対して施行した肝生検で大出血をきたし死亡した事例 302 
 キーワード 肝生検、肝生検後出血、腹腔内出血、門脈、情報共有 
   
 182 タイトル 肺癌に対する胸腔鏡下肺葉切除術中に肺動脈を損傷し死亡した事例 305 
 キーワード 肺癌、胸腔鏡下肺葉切除術、肺動脈損傷、出血死 
   
 183 タイトル 脳幹梗塞で加療中、リハビリ目的転院前の時期に急変を起こした事例 309 
 キーワード 進行性脳梗塞、糖尿病、高齢者、急変 
   
 184 タイトル 分娩後の子宮破裂による死亡 312 
 キーワード 分娩誘発、分娩監視装置、NST モニター、子宮破裂、DIC、敗血症 
     



 185 タイトル 右大腿部血腫で入院した翌日に病室で呼吸困難状態となり死亡した事例 316 
 キーワード 糖尿病、肝膿瘍、滑液胞炎、右大腿膿瘍、敗血症性肺塞栓 
   
 186 タイトル 院内感染による MRSA 感染により極低出生体重児が死亡した事例 318 
 キーワード 院内感染、MRSA、極低出生体重児 
   
 187 タイトル 逆蠕動による消化管再建手術後に肝不全を来し死亡した事例 322 
 キーワード 逆蠕動、消化管再建、肝不全 
   
 188 タイトル 貧血精査のための大腸内視鏡検査中の穿孔が主因で死亡した事例 326 
 キーワード 全身性血管腫、貧血、S 状結腸穿孔、右膿胸、鬱血性心不全 
   
 189 タイトル 中心静脈カテーテル挿入時に鎖骨下動脈を誤穿刺し死亡した事例 329 
 キーワード 中心静脈カテーテル、誤穿刺、エコー、急性散在性脳脊髄炎、嚥下障害 
   
 190 タイトル 左総腸骨動脈瘤術後出血性ショックに陥り、再手術後死亡した事例 333 
 キーワード 左総腸骨動脈瘤、右外腸骨動脈破綻、術後管理、情報伝達 
   
 191 タイトル 肝細胞癌合併非代償期肝硬変で感染症を契機に肝不全が進行し死亡した事例 337 
 キーワード 肝硬変、肝細胞癌、感染症、肝不全、C 型肝炎 
   
 192 タイトル 子宮癌術後、化学療法後の急死 339 
 キーワード 子宮癌（小細胞癌）、化学療法、腫瘍崩壊症候群、徐脈 
   
 193 タイトル 糖尿病合併妊婦がインフルエンザ発症後に子宮内胎児死亡に至った事例 345 
 キーワード 糖尿病合併妊婦、子宮内胎児死亡、臍帯過長、妊娠高血圧症候群 
   
 194 タイトル 出血性胃潰瘍の止血術後に再出血を来し、再止血術後に死亡した事例 347 
 キーワード 出血性胃潰瘍、内視鏡的止血術後の再出血 
   
 195 タイトル 誤嚥性肺炎を反復し突然死した高齢患者の事例 350 
 キーワード 誤嚥性肺炎、急性冠症候群、インフォームド・コンセント 
   
 196 タイトル Apico-aortic bypass で人工弁が逆位に縫着され、翌日再縫着したが、術後 74 病日に死亡した事例  352 
 キーワード Apico-aortic bypass、人工弁、大動脈弁狭窄、肺水腫、ノンテクニカルスキル 
   
 197 タイトル 双極性感情障害で入院中の患者が突然心肺停止をおこし、死亡した事例 354 
 キーワード 肥大型心筋症、双極性感情障害、低Ｎａ血症、下垂体壊死、急性尿細管壊死 
   
 198 タイトル 誤嚥性肺炎による呼吸不全に対して気管切開術施行後死亡した事例 358 
 キーワード 気管切開術、誤嚥性肺炎、第 12 胸椎膿瘍、腸腰筋膿瘍、感染性上腸間膜炎 
   
 199 タイトル 縦隔腫瘍摘出時に大出血をきたし死亡に至った事例 361 
 キーワード 縦隔腫瘍、卵巣癌、胸腔鏡、迅速病理診断、上大静脈損傷、診療科横断的検

討会、ハーモニックスカルペル 
   
 200 タイトル 前立腺癌に対する根治的前立腺全摘除術施行後 8日目に死亡した事例 365 
 キーワード 前立腺癌、術後、敗血症、循環血液量減少、ショック、消化管感染症疑い 
   
 201 タイトル 子宮全摘出術後 12 病日に突然死した事例 368 
 キーワード 子宮内膜異型増殖症、腹式単純子宮全摘術、排尿障害、アセチルコリンエステ

ラーゼ阻害薬、コリン作動性クリーゼ 
   



 202 タイトル 内視鏡治療により総胆管結石を除去した直後に死亡した事例 372 
 キーワード ERCP、EPLBD、鎮静・鎮痛剤、呼吸循環抑制、高齢者、蘇生開始判断 
     
 203 タイトル 食道挿管により救命できなかった事例 375 
 キーワード 高カリウム血症、心停止、食道挿管 
   
 204 タイトル 統合失調症で精神科病院入院治療中に突然死した事例 379 
 キーワード 統合失調症、突然死 
   
 205 タイトル 助産所で分娩後、出血性ショックとなり、搬送先で死亡した事例 382 
 キーワード 助産所、褥婦、弛緩出血、子宮内反症、出血性ショック、救急搬送 
   
 206 タイトル 脳腫瘍治療中に抗てんかん薬による中毒性表皮壊死症を発症し死亡した事例 385 
 キーワード 悪性神経膠芽腫、抗てんかん薬、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表

皮壊死症 
   
 207 タイトル 右冠動脈ステント留置術施行中に心肺停止に陥り死亡した事例 389 
 キーワード 経皮的冠動脈インターベンション、冠動脈 2 枝狭窄、穿通性大動脈潰瘍出血 
   
 208 タイトル 僧帽弁形成術２日後に大量の出血をきたし死亡した事例 393 
 キーワード 僧帽弁閉鎖不全症、僧帽弁形成術、大動脈遮断鉗子 
   
 209 タイトル バスキュラーアクセスカテーテル挿入後に血胸を発症し死亡した事例 396 
 キーワード バスキュラーアクセスカテーテル挿入、動脈誤穿刺、血胸、研修医指導体制 
   
 210 タイトル 胃癌の術後手術室退室直後に急変し死亡した事例 399 
 キーワード 進行性残胃癌、脾臓摘出、大量の出血、循環血液量減少、二次的心不全、肥

満体格 
   
 211 タイトル 右肺癌に対する胸腔鏡下手術中の上大静脈損傷を契機に死亡した事例 401 
 キーワード 肺癌、完全鏡視下肺葉切除術、リンパ節郭清、上大静脈損傷、止血方法、イン

フォームドコンセント 
   
 212 タイトル 胸骨からの骨髄穿刺後、心タンポナーデにより死亡した事例 406 
 キーワード 骨髄穿刺、胸骨、心タンポナーデ 
   
 213 タイトル 虫垂穿孔に対し回盲部切除術直後の後出血により死亡した事例 409 
 キーワード 急性虫垂炎、虫垂穿孔、後出血、低酸素脳症、異型輸血、汎血球減少 
   
 214 タイトル 臍帯卵膜付着部部分断裂により新生児が失血死した事例 412 
 キーワード 臍帯卵膜付着部部分断裂、分娩監視装置、出血性ショック、胎児機能不全、緊

急帝王切開、貧血 
   
 215 タイトル 胸腔穿刺後に血胸を生じ死亡した事例 415 
 キーワード 重症三尖弁逆流、三尖弁置換術後、抗凝固療法、胸腔穿刺 
   
 216 タイトル 広汎子宮全摘術翌日に腸管穿孔をきたし約 3カ月後に死亡した事例 419 
 キーワード 子宮頸癌、広汎子宮全摘術、直腸穿孔、敗血症性ショック、多臓器不全 
   
 217 タイトル 全腹腔鏡下準広汎子宮全摘出術を受け、術後 2日目の深夜急死した事例 423 
 キーワード 子宮体癌、全腹腔鏡下準広汎子宮全摘出術、解離性障害、周術期死亡、肺水

腫、致死的不整脈、夜間巡回、モニタリング（モニター装着） 
   



 218 タイトル 甲状腺癌術後、胸腔穿刺後心肺停止に至り、低酸素脳症をきたし死亡した事例 426 
 キーワード 甲状腺全摘・気管管状切除端々吻合、胸腔穿刺、抗凝固療法、低酸素脳症、

腸壊死、腸穿孔、敗血症性ショック 
   
 219 タイトル 経皮的肝動脈化学塞栓術施行 15 時間後、腹腔内出血で死亡した事例 430 
 キーワード 肝細胞癌、DEB-TACE、DC ビーズ、肝癌破裂、腹腔内出血 
   
 220 タイトル 食道癌患者に対し内視鏡的胃瘻造設術施行の翌日に大量吐血にて死亡した事例 433 
 キーワード 食道癌、大動脈穿破、大動脈浸潤、大量吐血、化学放射線療法、内視鏡的胃

瘻造設術 
   
 221 タイトル 心臓カテーテル検査中に大動脈解離を合併して死亡した事例 436 
 キーワード 心房中隔欠損症、心臓カテーテル検査、ガイドワイヤー、大動脈解離、肺うっ血

水腫、インフォームドコンセント 
     
 222 タイトル 非閉塞性腸管虚血から多臓器不全に至り胸腔ドレナージ後死亡した事例 443 
 キーワード 非閉塞性腸管虚血（NOMI）、重症急性呼吸促迫症候群（ARDS）、中心静脈カ

テーテル、胸腔ドレナージ、肺損傷 
   
 223 タイトル 胸腔鏡補助下肺癌手術中に下肺静脈損傷に伴う出血により死亡した事例 447 
 キーワード 肺癌、胸腔鏡補助下肺葉切除術、下肺静脈損傷、止血、手術チーム 
   
 224 タイトル 右房および左心室からのカテーテルアブレーション後に急変した事例 450 

  キーワード 閉塞性肥大型心筋症、カテーテルアブレーション、大動脈弁障害  
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