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医療事故情報収集等事業

インスリン含量の誤認
インスリン過剰投与に伴い低血糖をきたした事例が6件報告されています（集計期

間：2004年10月～2006年9月30日、第4回および第6回報告書「共有すべき医

療事故情報」に掲載）。そのうち、バイアルの「100単位/ml」という表示の誤認に

起因する事例が報告されています。

◆報告されている6件の事例のうち5件が経験年数1年未満の医師や看護師による
ものです。

インスリンは、
100単位/mlに濃度が統一されており、
　　　１バイアル1000単位（10ml）です。

1バイアル中
1000単位

1バイアル中
100単位

1バイアル中 1000単位

○○○○○社
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医療事故防止事業部
〒101-0062  東京都千代田区神田駿河台3-11  三井住友海上駿河台別館ビル7階
電話：03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ：03-5217-0253（直通）
http://jcqhc.or.jp/html/index.htm

No.1　2006年12月医療事故情報収集等事業

日勤勤務の看護師は、生食99ml＋速効型インスリン100単位（１ml、１バイ

アルの１/10量）を1.5ml/時間で投与する指示により持続注入すべきとこ

ろ、１バイアルが100単位であると思い、１バイアル（1000単位、10ml）全

てを混注した。患者の血糖コントロールが不良であったため、準夜勤勤務の

看護師が看護記録を確認したところ、実施記録の間違いに気付いた。日勤

勤務の看護師に確認し、インスリンが過剰に投与されていることがわかった。

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業
の一環として、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨等の詳細については、
当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://jcqhc.or.jp/html/accident.htm#med-safe

※この情報の作成にあたり、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ありません。

事　例

事例が発生した医療機関の取り組み

インスリンの濃度は、100単位/mlで、
１バイアル1000単位（10ml）であることを

周知する。

インスリン含量の誤認

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業
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No.6　2007年5月

医療事故情報収集等事業

インスリン単位の誤解
インスリン過量投与に伴い低血糖をきたした事例が6件報告されています（集計期

間：2004年10月1日～2006年12月31日、第4回および第6回報告書「共有す

べき医療事故情報」に一部を掲載）。そのうち、「単位」を「mL」と誤解した事例が

報告されています。

◆一般には、インスリン投与時は専用注射器や1mL注射器を使用します。
◆報告されている6件の事例のうち5件が経験年数１年未満の医師や看
護師によるものです。

インスリン1単位は0.01mLです。

1mL注射器

1mL注射器の場合

1単位＝0.01mL

1単位＝1mL

インスリン1単位

0.01mL
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No.6　2007年5月医療事故情報収集等事業

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業
の一環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨
等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://jcqhc.or.jp/html/accident.htm#med-safe

※この情報の作成にあたり、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ありません。

事例が発生した医療機関の取り組み

「単位」は「mL」を意味するものではなく、
インスリンの１単位は0.01mLであることを

周知する。

インスリン単位の誤解

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

看護師は点滴を準備する際、指示書を見てインスリンの量を8単位と確認し

たが、インスリン8単位を8mLだと思い込み、10mL用の注射器でインスリ

ン8mLを500mLの輸液に混合した。投与開始から約2時間後、患者は意

識レベルが低下するなどの低血糖症状が認められたことから、インスリンの

過量投与がわかった。

事　例
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医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.21　2008年8月

医 療
安全情報

No.21　2008年8月

医療事故情報収集等事業 血糖測定器の
    使用上の注意

財団法人 日本医療機能評価機構

イコデキストリンを含む透析液を投与中の患者の血糖測定に、グルコース脱水素酵
素（GDH）法のうち補酵素にピロロキノリンキノン（PQQ）を用いた血糖測定器を
使用したことにより、実際の血糖値より高値を示し、その値をもとにインスリンを投
与した事例が1件報告されています。（集計期間：2006年1月1日～2008年6月
30日、第13回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載）。

GDH法のうち補酵素にPQQを使用する
  血糖測定器は、特定の患者には、
    実際の血糖値より高値を示すことがあります。

◆この他の血糖測定器については、添付文書等で測定方法等をご確認ください。

GDH法のうち補酵素にPQQを使用する血糖測定器を使用できない患者

GDH法のうち補酵素にPQQを使用する主な血糖測定器

マルトースを含む輸液等を投与中の患者

イコデキストリンを含む透析液を投与中の患者

ガラクトース負荷試験を実施中の患者

キシロース吸収試験を実施中の患者

プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者

該当機器名 製造販売業者

アキュチェックアビバ

ニプロフリースタイルメーター

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

ニプロ株式会社
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医療事故情報収集等事業

血糖測定器に係る「使用上の注意」について、
厚生労働省からの通知が出されています。

血糖測定器の使用上の注意

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

病棟にはGDH法を用いた血糖測定器とGOD（グルコースオキシダーゼ）法

を用いた血糖測定器があり、2種類の機器の区別を意識せずに使用していた。

イコデキストリン透析液を使用している患者に対し、GDH法を用いた機器

を使用し、その値をもとにインスリンを投与していた。

11日後、偶然、GOD法を用いた機器で血糖値を測定したところ、今までに

比べて低値であったため、疑問に思い、両方の機器で同時に血糖値を測定

すると、GDH法を用いた機器では215mg/dL、GOD法を用いた機器では

91mg/dLであった。機器の添付文書を確認すると、当該患者に対して

不適切な血糖測定器を使用していたことがわかった。

事　例

財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル10階
電話：03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ：03-5217-0253（直通）
http://jcqhc.or.jp/html/index.htm

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業
の一環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨
等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://jcqhc.or.jp/html/accident.htm#med-safe

※この情報の作成にあたり、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ありません。

No.21　2008年8月

薬食安発第0907001号　平成19年9月7日
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=
CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=4369

医政総発第0207001号　平成17年2月7日
薬食安発第0207005号　平成17年2月7日
http://www.pmda.go.jp/operations/notice/2005/file/20050207001-0207005.pdf
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医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.26　2009年1月

医療事故情報収集等事業

血糖測定の際、血糖測定器に指定されていない試薬を取り付けたことにより、実際

の血糖値より低値を示し、その値をもとに薬剤を投与した事例が1件報告されてい

ます。（集計期間：2006年1月1日～2008年11月30日、第13回報告書「共有す

べき医療事故情報」に一部を掲載）。

血糖測定器に指定されていない試薬を取り付けると、
誤った血糖値を表示することがあります。

血糖測定器への
指定外の試薬の取り付け

No.26　2009年1月

◆この他の血糖測定器については、添付文書等で指定された試薬をご確認ください。

血糖測定器
指定された

血糖測定用の試薬

プレシジョン
エクシード

LFS
クイックセンサー

●プレシジョンエクシード
　/エキストラ
　G3血糖測定電極

●プレシジョンエクシード
　/エキストラ
　G3b血糖測定電極スマートブルー

使用した
指定外の試薬

報告事例で使用された血糖測定器とその血糖測定用の試薬
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医療事故情報収集等事業

事例が発生した医療機関の取り組み

血糖測定器への指定外の試薬の取り付け

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

看護師は、血糖値を測定する際、血糖測定器プレシジョンエクシードに、
間違えて指定されていない試薬のＬＦＳクイックセンサーを取り付けた。
その結果、血糖値が67mg/dLを示したため、その値をもとにブドウ糖を
投与した。その後も2回血糖値を測定し、その値をもとにブドウ糖を投与
したが、血糖値が改善しないため、確認すると血糖測定器に取り付ける
試薬を間違えていたことに気付いた。指定された試薬を取り付けて血糖値
を測定したところ、血糖値は192mg/dLであった。
プレシジョンエクシードにＬＦＳクイックセンサーを取り付けても、機器が
作動し値が表示されたため、間違いに気付かなかった。

事　例

No.26　2009年1月

財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル10階
電話：03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ：03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/html/index.htm

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業
の一環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨
等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.jcqhc.or.jp/html/accident.htm#med-safe

※この情報の作成にあたり、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ありません。

・指定されていない試薬を取り付けても、作動し、
誤った値を表示する機器があることを周知する。

・血糖測定器が指定する試薬がわかるよう表示する。
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