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本日のテーマ

• 心臓外科、心臓外科医とは?

⇒ハイリスク診療科? ハイリスク医?

• ノンテクニカルスキルとは?

⇒実際に臨床医（外科医）はどう考える?

• コミュニケーションの実際?

⇒工夫、ピットフォール

• 医療安全にどう活かす?

⇒診療科の医療安全管理、ガバナンス

• 医療安全研修にどう活かす？

⇒「医療安全文化の醸成」



• 京都市伏見区
• 二次医療圏（京都乙訓）内人口162万人

• 病床数600床
• 外来患者数1300-1500/日、入院患者数520/日
• 平均在院日数12-13日

• 42診療科
• 三次救命救急センター（ICU 8床 HCU 22床）

• ICU 6床 NICU 6床 GCU 6床

国立病院機構 京都医療センター



京都医療センター心臓血管外科

• 心臓血管外科基幹施設認定（心臓血管外科専門医認定機構）

• 心臓血管外科専門医4名常勤（3名心臓外科、1名血管外科）

• 年間手術総数200～250例（開心術50～70/血管手術150～180）



心臓手術（冠動脈バイパス術）

閉塞したり狭窄した冠動脈の先に血液を供給するバイパスを作成。
多くは心拍動下手術、予定手術では手術死亡率は1-2％。



心臓手術（僧帽弁形成術）

心臓の逆流防止弁が硬化、変性して狭窄や逆流を起こしたときに
弁を修復（形成）したり、人工弁に置換する。



心臓手術（弓部大動脈瘤手術）

動脈硬化によって拡大し破裂の危険がある大動脈瘤を人工血管
に置換したり、ステントグラフトで内側から閉塞し、破裂を予防。破
裂するまで無症状であるが、手術は大きな手術で侵襲も大きい。



どのようにして心臓を止めるのか?

1.通常の血液の流れ

BEATING HEART

2.人工心肺装着

ON PUMP BEATING

3.心停止

ARREST

送血管

脱血管

大動脈遮断
心筋保護液

人工心肺

心臓が空になる
心臓は動いている

心臓が停止する



心臓手術の流れ

心停止

麻酔
導入

手術開始

体外循環開始
Pump on

大動脈遮断
Aorta clamp

大動脈遮断解除
Aorta declamp

体外循環離脱
Pump off

手術終了

麻酔
終了

手術時間

体外循環時間

大動脈遮断時間

体温

心筋保護液注入

麻酔時間



医療の危うさ



それに加えて心臓手術のリスク

• 予定されたリスク（不可避）

• 病態、病状がもつ本来の医学的リスク

• 心臓手術そのものがもつ潜在的リスク
• 人工心肺、心停止という補助手段

• チームメンバーが多い

• 器械、器具、機器が多い

• 想定内のリスク（予見可能性あり）

• 術中合併症

• 術後合併症

• 想定外のリスク（予見可能性なし）

• 停電、火災、地震など



心臓外科関連の医療事故

• ブリストル王立小児病院事件
• 1995年までの数年間に、イギリ ス・ブリストル王立小児

病院に おいて、53人の小児が複雑心 奇形のため心臓
手術を受け29 人が死亡。著しく高い死亡率。

• 横浜市立大学患者取り違え事件
• 1999年僧帽弁手術の患者と肺手術の患者が取り違え

られたまま手術が完遂された。

• 東京女子医大事件
• 2001年心臓手術中に人工心肺事故が生じ、患者が死

亡した。

• 東京医大事件
• 2002年東京医大において同一術者の心臓弁膜症手術

で連続4症例が死亡。



医療事故調査制度では?

外科, 236, 17%

内科, 176, 12%

消化器科, 117, 
8%

整形外科, 115, 8%
循環器内科, 115, 8%

産婦人科, 82, 
6%

心臓血管外科, 81, 6%

脳神経外科, 79, 
5%

泌尿器科, 52, 
4%

小児科, 44, 3%

その他, 323, 
23%

医療事故調査制度報告件数

（2015年10月～2019年6月）

外科症例数42万/年、心臓外科症例数5万/年
↓

心臓外科の報告は外科の2.4倍!!



心臓手術のリスクを上げている要因
コミュニケーションエラー

Gillespie BM, et al. BMJ Open 2017;7:e014480. doi:10.1136/bmjopen-2016-014480



周術期の外科医の問題行動

Rosenstein AH1, O'Daniel M. Impact and implications of disruptive behavior in the 
perioperative arena. J Am Coll Surg. 2006 Jul;203(1):96-105. Epub 2006 Jun 5.

このような行動が認められてきた職場が他にあるでしょうか?



態度の悪い外科医は手術合併症が多い

Association of Coworker Reports About Unprofessional Behavior by 
Surgeons With Surgical Complications in Their Patients
William O. Cooper, MD et al. JAMA Surg. Published online June 19, 2019. 
doi:10.1001/jamasurg.2019.1738

外科医202人について調査。対象患者13653人。
術前36ヶ月以内に不適切な行動（手術室での悪い態度、危険な行為、同僚への失礼な
態度、職責を遂行しない等）を行ったか否かを報告。報告件数と合併症発症率を比較。
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心臓手術室の医療安全

• チームワークの不具合が結果に影響
• 慣れたチーム5.4回/件、不慣れなチーム15.4回/件
• 原因はコミュニケーションエラー（89％）

• コミュニケーションの重要性

• 業務環境

• 心臓手術室の組織文化



病状や病態に内在するリスク

• 生命予後、ＱＯＬに直結する疾患群
• 安全、確実な治療が最優先
→患者、家族の不安

• 全身性疾患の存在
• 全身性疾患の最も重要な一分症

• 糖尿病、高脂血症、高血圧症

• 臓器障害
• 脳、心、末梢血管
• 腫瘍（高齢者）
• 多臓器障害（慢性腎不全、呼吸不全）

→医学的にリスクの高い患者が多い

• 長い罹病期間、疾患重症度と自覚症状の乖離
→病状の正確な情報共有は難しい

⇒「情報の非対称性」



手術適応の判断は?
• 医学的手術適応

• 疾患の手術適応
• EBM (Evidence Based Medicine) ”世界のエビデンス“

• 医師の技量、成績 “あなたの、私のエビデンス”
• 医師の臨床能力

• 患者の身体的手術適応
• 背景疾患や手術リスク

• 手術チームのマネジメント能力

• 社会的手術適応
• 患者の人生観、ＡＤＬ、生活歴、社会歴

• 家族、人間関係

• 医師、スタッフとの信頼関係
• 医師の人間力、コミュニケーション能力



まず医療の質を担保!

手術後30日以内の院内死亡

術後30日で合併症のために入院継続

術後出血のための再手術

脳合併症

新たな血液透析導入

胸骨感染症

長時間の人工呼吸管理（24時間以上）

消化器系合併症

集中治療室の長期入室（7日以上）

当科における冠動脈バイパス術の手術成績（全手術症例）

JCVSD（日本心臓血管外科手術データベース）の利用



成績を謙虚に受け止め改善策を策定

心室性不整脈予防
Β遮断薬投与法変更

閉創法変更
SSIサーベイランス開始

消毒方法変更



テクニカルスキルとノンテクニカルスキル

ノンテクニカルスキル：専門家のテクニカルスキルを補い、専門的
な知識や技術を補い、安全で効率的に職務を遂行できるような認
知能力、社会能力、人的資源をうまく活用できる能力のこと



ノンテクニカルスキル

• 状況認識
• Situation awareness

• 意思決定
• Decision making

• コミュニケーション
• Communication

• チームワーク
• Team working

• リーダーシップ
• Leadership

• 個人的要因
• ストレス管理
• 疲労対処

NOTSS
Non-Techinical Skills for Surgeons



心臓外科医に求められるノンテクニカルスキル

カテゴリー 観察可能なスキル 心臓外科医のスキル

状況認識 情報を収集
情報を理解

先を見通し行動

術前評価、リスク評価
手術適応の決定

術中所見やモニタ情報

意思決定 選択肢を検討
選択しチームに伝達

選択を実行し、経過を確認

術式、複数オプション
カンファレンスでの呈示、検討

治療方針の伝達
臨機応変

コミュニケーション
と

チームワーク

メンバー間で情報を交換
相互的な理解を形成
チームの活動を調整

術前カンファレンス
タイムアウト、共通認識

チームの調和、連携維持

リーダーシップ パフォーマンスの水準を設定し、
それを維持

メンバーをサポート
チームのプレッシャーに対処

年次成績開示、対策立案
スタッフヒアリング
診療科ミーティング

有事の際には冷静沈着な態度



手術室におけるノンテクニカルスキル

SPLINT

Scrub Practitioners’ NTS

手術室スタッフ

ANTS

Anaesthetists’ NTS

麻酔科医

NOTSS

NTS for Surgeons

外科医

タスクマネジメント

チームワーク
コミュニケーション

リーダーシップ 状況認識
意思決定



心臓外科における医療事故（1）

術前管理：
• 手術タイミングの遅れによる突然死

• 術前説明者と術者の不一致

麻酔管理：
• TEEによる消化管出血 5件

• SGカテーテルによる肺損傷 3件

• SGカテーテルによる動脈穿刺

• CVカテーテルによる血気胸

• 麻酔導入、アナフィラキシーショック、冠孿縮

患者との
コミュニケーション

麻酔科医との
コミュニケーション

医療事故収集事業報告事例（2011年からの心臓血管外科関連311件を検討）



術中管理：

• チューブ類の縫い込み 11件
スワンガンツカテーテル 6件

中心静脈カテーテル 3件

ドレーン 2件

• ガーゼ体内遺残 23件
ガーゼカウント一致 11件

（⇒症例呈示）

ガーゼカウント不一致 12件

うち術者が無視 3件

麻酔科医、
外科医との

コミュニケーション

手術室看護師との
コミュニケーション

医療事故収集事業報告事例（2011年からの心臓血管外科関連311件を検討）

心臓外科における医療事故（2）



人工心肺管理：22件

• 体外循環不良 8件
• コミュニケーションエラー 6件

• 術野トラブル 2件

• 回路内空気混入、塞栓症 7件
• コミュニケーションエラー 4件

• 心筋保護注入遅延 1件
• コミュニケーションエラー 1件

• カニューレ挿入時のトラブル 6件
• 術中大動脈解離 5件

臨床工学技士との
コミュニケーション

医療事故収集事業報告事例（2011年からの心臓血管外科関連311件を検討）

心臓外科における医療事故（3）



術後管理：14件

• 呼吸管理 2件
• 抜管後の気道トラブル

• 気切チューブ事故抜去

• ドレナージ関連 6件
• 心嚢ドレナージ 事故2件

• 胸腔ドレナージ 事故4件

• 創傷管理 2件

• 薬物治療 4件
• 抗凝固療法中の転倒、頭部外傷 2件（⇒症例呈示）

• 術後心房細動による脳梗塞 2件

ICU、病棟看護師
との

コミュニケーション

手術チーム以外、
他科医師との

コミュニケーション

医療事故収集事業報告事例（2011年からの心臓血管外科関連311件を検討）

心臓外科における医療事故（3）



外科的問題：14件

• 冠動脈手術 9件

• 心臓弁膜症手術 24件
• 僧帽弁置換術後の左室破裂 10件

• 僧帽弁手術における左回旋枝損傷 2件

• MICS（低侵襲小切開心臓手術） 5件

• TAVI（経カテーテル的大動脈弁置換術） 7件

• 大動脈手術 11件
• 弓部大動脈手術 4件

• TEVAR（胸部大動脈ステントグラフト留置術） 4件

状況把握 リーダーシップ
チームワーク

医療事故収集事業報告事例（2011年からの心臓血管外科関連311件を検討）

心臓外科における医療事故（4）

テクニカルスキル



◎術中のガーゼカウントは次のタイミングで実施する
①器械出し看護師の交代時
②閉創前（体腔閉鎖時）
③閉創後

◎閉創前、術者によるタイムアウトの宣言により、一旦
すべての医師・看護師・麻酔科医が手を止め、カウント
が合っていることを、術者と共に確認する

◎開腹手術・開胸手術では術後レントゲン撮影を
撮影し、遺残物の最終確認をする

ガーゼ遺残を経験して（1）



手順追加

＊術後レントゲンは、大画面で、複数の目で確認す
る（ポジ、ネガ、指さし確認）
＊ガーゼ加工（カット）は行わない
＊創部にガーゼをパックするときは枚数を確認する
＊術野から直接キックバケツにガーゼを落とさない

診療科での手順追加

閉胸前にガーゼの遺残がないことを
「指差呼称」して確認する。

ガーゼ遺残を経験して（2）



心臓外科退院時説明

退院に際し以下の点について説明し、理解と了承を得た。

1.入院中の診療経過について
• 画像を供覧し手術の詳細と術後経過の概略について説明。

2.退院後の治療計画について
• 当科外来にて内服調整、体調管理を行う。安定期となっても当科の

フォローアップは永続的に行う予定。紹介元医療機関には今回の
経過は当科より報告する。

3.退院後の留意点
①内服薬：抗血栓薬治療内服中であり、出血性合併症に留意が必要。
外傷、特に頭部や顔面の打撲、外科的手術、内因性出血（黒色便、
鼻出血その他）を認めるなどした際には受診指導。

②創部：胸骨癒合には術後2ヶ月程度を要するため、重量物を持った
り負荷をかけないよう指導。

③体調不良時には当院救急外来受診を指示。



頭部外傷対応（院内規定変更）

• 頭部あるいは顔面打撲受傷患者、または受傷が
疑われる患者は、全例主治医あるいは当直医が
診察、頭部CTを撮影し、脳卒中当直医にコンサ
ルトする。

• 抗血栓薬投与中あるいは出血傾向のある患者で
は、3時間後に再度CTを撮影し、脳卒中当直医に
コンサルトする。

• 15歳以下の小児の場合は、小児科医師に診察を
依頼し、診察委の判断によりCTを撮影する。CT撮
影が必要な場合は、家族にその必要性と放射線
被ばくによる影響等を説明し、同意を得て実施す
る。



• 患者、家族（社会）

⇒一般社会人としての礼節

⇒医療職に対する社会人教育の必要性

• 同僚、上司、部下（同じ診療科）

⇒「同じ釜の飯を食った」仲間としての共感

⇒仲間意識

• 多職種（診療科以外の医療職）

⇒プロフェッショナル、職業人としての尊重

必要とされるコミュニケーション



患者、家族とのコミュニケーション

• 医師に対するそれまでの不満が医療事故の発生を契機
として噴出。

• 患者、家族に対する説明内容、記録を充実する。
• 目的は患者、家族に理解してもらうことである。アリバイや言

い訳ではない。

• 手術説明に予測死亡率、合併症リスクについて個々の患者に
個別の説明を行う。

• 説明が不十分であれば、たとえ過誤がなくても損害賠償責任
を課される。

• 患者、家族は医師の人間性、熱意、不安などを的確に
見抜く。

• 身だしなみ、服装を整え、礼節をもって患者、家族に接する。

→万一の時、証拠として残せるものは説明の記録のみ



我々が使う言葉は正しく伝わっているか?

医学用語 認知率 理解率 正しい意味意味

合併症（１の意味） － 54.0 ある病気と同時に起こる別の病気

合併症（２の意味） － 18.5 手術や検査などに引き続いて起こる病気

合併症（1，2両方の意味） 97.6 25.1 ―

語 誤解 誤解率A

合併症 1 何かの病気と一緒に必ず起こる症状のことである 28.8 

合併症 1 偶然に起こる症状のことである 31.1 

合併症 2
そう理解していた（＝手術や検査などに引き続いて起こる病気は，
手術ミスなどすべて医師の過失に原因がある）

19.1 

「病院の言葉」をわかりやすくする提案．国立国語研究所．非医療者に対する理解度等の調査の結果より



患者、家族とのコミュニケーション

• 心臓手術の必要性について
• 手術以外の治療方法について

• 心臓手術の複雑性について
• 全身麻酔について
• 人工心肺使用について
• 心筋保護下心停止について

• 心臓手術の危険性について
• 患者の主体性について
• 医療チームの役割について
• 予測手術死亡率、予測合併症リスク、その内容の開示

⇒患者に関わるチームスタッフが共通の認識を持つ



患者への説明（1）

人間の体の中で心臓は車のエンジンのように働きます。心臓の手術は車のエ
ンジンを直すようなものです。

車が動いていたらとてもエンジン
は直せませんよね。

だから一旦車を止めましょう。これ
が全身麻酔です。

そこからエンジンを止めて修理し
ましょう。つまり心臓を止めて手術
することが必要です。車のエンジ
ンはこれで直せますが、人間では
心臓を止めっぱなしにはできませ
ん。血液が体に回らないと困りま
す。だから人工心肺を使います。



患者への説明（2）
心臓手術が必要だと言われた患者さんは目の前に大きな山が
たちはだかったように感じます。

生まれて初めての登山
ですね。私がガイドで
す。

ガイドは結構経験ありま
す。でもこの山は初めて
です。

山あり、谷あり、足場の悪い
ところも危ないところもある
でしょう。
だから調べます。

臆病なガイドですけど精一
杯やります。一緒に頑張りま
しょう。



患者への説明（3）

「降水確率1％です。
傘を持っていきますか?」

「私たちはとても辛い1％を経験

しています。ですから傘も合羽も
当たり前に必ず準備します。場
合によっては外出も取りやめま
す。」



• カルテは当然日本語で。

• 誰が読んでもわかるように。

① スタッフとのコミュニケｰション、教育

② カルテ開示に耐えられる内容

③ 第3者が読むことを想定

カルテは何のために?誰のために?

「予見可能性」
「結果回避可能性」

⇒「説明義務違反」を回避。



術前情報の共有（1）術式の定型化

定型的手術術式、器具、方法を統一し、マニュアル作成。



術前情報の共有（2）手術看護マニュアル



術前情報の共有（3）術式の個別化と共有

全ての症例に術前
のリスク評価と問題
点、予定術式を決
まった場所にカルテ
記載する。

情報共有

指差し確認



手術中のコミュニケーション

術者

第一助手

第二助手

体外循環技士

麻酔科医

直接介助Ns

外回りNs

自己血回収装置

心筋保護装置

モニター

モニター

INVOS

TEE



手術中のコミュニケーション

• サインイン、タイムアウト、サインアウト励行。

• 看護スタッフとのコミュニケーション：
• 怒らない。怒声は手術が下手な証拠。
• 針とガーゼは術野から返すときに声出し確認。

• 臨床工学技士とのコミュニケーション
• やりとりは必ず復唱。術者の背側に人工心肺を設置。
• 心筋保護液注入は20分でコール。その後5分おきにコール。

注入圧、注入量をコールし助手が確認。
• 人工心肺灌流量の増減は具体的に。

• 麻酔科医とのコミュニケーション
• 肺の虚脱と加圧、送血管挿入時の頸動脈圧迫、経食道心エ

コーでの確認、体位変換、ヘパリン・プロタミン投与、換気中
止と再開、プロタミン注入など。

• やり取りは必ず復唱



心内修復

体外循環

認定麻酔看護師
体外循環技士
外科助手
直接介助看護師
術者

術中の精神的ストレス

役割によって集中力、ストレスがかかる場面が違う

Wadhera RK, et al. Is the "sterile cockpit" concept applicable to cardiovascular surgery critical intervals or critical events? The impact of 
protocol-driven communication during cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;139:312-319



医師に働きかける

• 医者という人種
• 医療安全教育、社会人教育の欠如
• 専門家集団⇒特権意識（研究者、職人気質）
• 帰属意識（医局人事）

• 権威勾配

• 縦割りの診療科

⇒どのように医師の行動変容を導くか…

「医療安全はサイエンス！」

「医療安全は最強の治療ツール」



医療安全研修の工夫

• 医療安全講習（年2回、全職員対象）
• 日本専門医機構の認定講座に。

• DVD等作成し、受講率を100％に。

• 医療安全アップデート（月1回、医局会）
• 院内事例を中心に情報共有。

• 医療事故調査支援センターからの情報
• 医療安全の「診療ガイドライン」。

• パンフレット、動画の供覧

• website案内。

• 各診療科医療安全担当医の設置



医療安全管理部

• 医療安全管理部 5名
• 副院長、部長、心臓外科⇒執行部、外科系

• 副部長、循環器内科医長⇒MRM統括、内科系

• 専従看護師長（医療安全管理係長）

• 専従副看護師長

• 訴訟専門職

• Medical Risk Manager 院長辞令 60名
• 医師 33名

• 病棟（看護師長) 17名

• 学校部門 2名

• 事務部門 2名

• メデイカル部門 6名
• 薬剤・放射線・検査・栄養・リハビリ・臨床工学各1名



H.E. Luccock
“No one can whistle a symphony. 

It takes an orchestra to play it.”

誰もシンフォニーを口笛で吹くことはできない。
オーケストラが必要なのだ。


