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パ
ート II

手術室での肺保護換気

麻酔に関連したヒューマンエラー:

このホワイトペーパーでは、麻酔に関連した問題に取り組み、以下の2点を主
な目標とします。まず、私たちは麻酔科医に、このトピックに関する幅広い概要
を提供したいと考えています。次に、この問題や現状を改善するための潜在
的方法を細かく見ていくことが重要である理由について、病院でさらに議論
を深めるための参考資料として使用できる情報を提供することです。 
これはこのホワイトペーパーのパート2です。パート1をダウンロードする 
には ここをクリックしてください。

責任は誰にあるのか
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麻酔に関連したヒューマンエラー 責任は 
誰にあるのか  

第IV章 現状を改善するためのアプローチ 
この章では、航空業界などリスクの高い業界で、安全に関す
る問題をどのように管理しているかを見ていきます。よく引
用されるように、関係者全員にとって可能な限り最善の安全
性を確保するための輝かしい例には、航空業界における優
れたエラー報告システムが挙げられ、これはおそらく医療や
麻酔の分野でも有益であると考えられます。とはいえ、 
これに疑問を持つ専門家もおり、彼らは、患者は一人ひとり
異なるが、航空機はそうではないという事実を持ち出して反
論します。以下では、現代の医療がテンプレートとして利用
できる可能性のある分野、あるいは比較の対象にはならな
い分野、そして、病院や組織が今すぐ導入すべきだと医師た
ちが考えているアプローチなどの概観をご紹介します。 
1つだけ明らかなことは、 医療業界は「責任のなすり合い」文
化からミスを報告するオープンな文化に移行する必要があ
り、そのためには別の業界からから学び、医師と患者を含む
関係者全員にとってのアウトカムを改善するための基礎を
構築する必要があるということです。

航空業界でうまく行っている点とは？
航空業界は、加圧した金属管を高度3万フィートで飛ばし
ながら、その中で人々を安全に生存させた状態に保つこと
において、大成功を収めていることは疑いの余地がありま
せん。2016年、世界中で163件の航空機（ビジネス用ジェット
および軍用輸送機を含む）事故が発生し、そのうちの24件
で399人が死亡しました。1回の飛行における死亡率は、約
2,940万分の1です。¹対照的に、麻酔に関連する成人の死亡
率は、25万分の1と推定されています。²

麻酔関連事故と航空機事故は異なりますが、麻酔科医が航
空業界から学べることはないでしょうか？ 航空業界と麻酔
分野の簡単な比較概要をご覧ください。

技術装置: 

     航空機には、一定のレベルで標準化されたディスプレ
イが搭載されています。ほとんどの手順は、複数のバッ
クアップシステムを備えて自動化されており、気象条
件などの情報は自動的に利用可能になります。

     医療業界では、 医療機器のデザインにおける標準化は
比較的少なく、自動化の程度は低く、体系的に利用でき
ないシステムも複数あります。

予防措置: 

     航空機は、自動化とコンピューター化の度合いが高く、
多くの予防措置が取られています。パイロットのパフォ
ーマンスにおける疲労やアルコールによる悪影響を排
除する厳しい強制ルールが存在します。

     医療では、自動化やコンピューター化されたサポートが
相対的に欠如し、疲労による悪影響を排除するための
厳しい強制ルールもなく、アルコールに関するルール
は曖昧か、強制的に適用されません。

シミュレータトレーニング: 

     航空業界では、シュミレータトレーニングには実際 
の飛行だけでなく、チームワークやデブリーフィングも
含まれます。

     医療では、シミュレータトレーニングはまだ必須トレー
ニングの必須事項になっていません。

クルー・リソース・マネジメント（CRM） （チームメンバーが、パ
フォーマンスに影響する可能性のある要因にどう関わり、 
それをどのように知覚するか）: 

     航空業界には、照合、復唱、さらに「2回チャレンジルー
ル」と呼ばれるものがあります。気づきや考えを最低2
回は発言し主張することを言います。コミュニケーショ
ンを簡素化するための簡単な方法として、ファーストネ
ームで呼び合う、直接視線を交わす、中立的な言葉 
を使う、自尊心より安全性を優先するなどがあります。

     ほとんどの手術室では、厳しい上下関係が重視され、 
手術執刀医と麻酔科医の間のコミュニケーションは 
最適でない場合がよくあります。
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有害事象: 

     主な有害事象（AE）は、常に国家機関によって調査され、
主要メディアに報道されます。パイロットの免責は、報道
文化の一部である場合が多く、AEの調査報告書は常に
公開されます。

      医療業界では、主なAEは通常、地域でのみ調査され、 
免責は報道文化の一部であるとは限りません。懲戒手
順は様々で、AE調査の報告書が公開されることもほと
んどありません。多くの場合、「内部告発者」はひどい扱
いを受け、非難されます。

エラーのログ: 

        エラーの記録は、航空業界では任意で、機密かつ自己
報告方式で行われます。パイロットにとって否定的な結
果をもたらすのではなく、必要や希望に応じてパイロッ
トをサポートします。

      医療業界では、実質的に存在しません。エラーは医師の
キャリアに否定的な結果をもたらすことに繋がる場合
が多く、その副次的影響を一人で処理しなければなり
ません。

しかし、最も重要な2つの要素は、「安全に関わる事故の報告
と責任という点に関して誰かを非難しない職場文化」と責
任の所在を広げることだと、ユニバーシティ・カレッジ・ロンド
ン、ロンドンスクールオブエコノミクスとインペリアル・カレッ
ジ・ロンドンの研究者らは報告しています。³： 航空業界では、
安全性の確保はパイロットだけの仕事ではなく、「あらゆる事
業レベルに浸透した」ものであり、今でも「誰かにとっては優
先事項だが、全員の責務ではない」と見られている医療業界
に比べ、好ましい状態にあります。通常の外科手術中に亡く
なったエレイン・ブロムリーという女性の事例がこの状況を
よく表しています。動画（ここをクリック）で報告されている 
通り、手術室での麻酔中に異常が発生しているという疑念を
抱いたにもかかわらず、看護師はあえて声を上げず、回復室
に移ってから同僚と会話を持ちました。明らかなコミュニケ
ーションの失敗例です。

医療業界では、「医療科学には無限の能力があるという神話
を信じる」ことが、期待を押し上げてきたばかりか、「死亡率と
罹患率の不寛容からくる」完璧さが要求されることが、BMJの
記事に示されています。⁴ 「医師はその教育の早い時期に、 
あらゆるミスに対する責任と非難は一人で背負うことを 

学ぶ」。第II章で触れた米国の報告書では、歯に衣を着せぬ
厳しい言葉が並びます。「医療の文化が完璧さへの期待を生
み出し、エラーを当人の不注意や無能力のせいにしている。
法的責任を負うことへの懸念が、医療ミスの表面化と修正方
法に関するコミュニケーションを阻害している。明確かつ一
貫した患者安全に関する基準が欠如しているため（中略）、
医療組織は、基本的な安全システムが整っていない状態で
運営されている」5

さらに、航空業界に関するロンドンの報告書には、医療業界
では財務的な要因と安全性への要求が対立しており、「医療
における財務的な圧力とそれへの対応がよくニュースの見
出しになっている」と記載されています。NHS（恐らく世界中
に適用できますが）に関して言えば、ロンドンの報告書著者
は、「序列を重視する雰囲気の根深さと意見を述べることへ
の恐れ」が医療業界における「文化的な限界」を永続させて
いるとも指摘しています。³

航空業界の改革を維持する
しかし、航空会社を従うべき模範とすることに対して、批判
的な声もあります。そのような声を上げる一人がクリス・トン
プソン医師です。オーストラリア、シドニーのロイヤル・プリン
ス・アルフレッド病院のシニアコンサルタントでもあるトンプ
ソン医師はインタビューで、まず、航空業界の組織は、「構造
的に医療に比べて非常に権威主義であり、 私の見解では、
医師を厳しいチェックリストに従わせることは、パイロットを
従わせるよりかなり難しい。なぜなら医療の世界にはそうい
う文化がないから」と語っており、その理由は航空業界と全く
対照的に、すべての患者はそれぞれ異なり、特異だからとい
う点です。⁶ 「麻酔科医として私は、どのパラメータがどの患
者に関連するか分かっています。患者ごとに違いがあるた
め、一定のチェックリストを適用できる機会は限られていま
す」。トンプソン医師はまた、アプローチが厳格すぎるとかな
り防御的なタイプの麻酔につながる可能性があると警告し
ます。「麻酔は本当に、人の手から手へと受け渡される手作
業で、変更は主に、新しいことを試す、少しだけやり方を変え
るという場合に行います。これが私たちが改善する方法であ
り、ほぼ唯一の改善できる方法です。なぜなら、腫瘍科など
における大規模な研究は麻酔科では不可能、または単 
に実施されていないからです。また、 簡単に言うと、ある 
患者に有益でも、他の患者には有効ではない場合がある 
からです。厳格すぎるアプローチは、改革を妨げてしま 
うでしょう。
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代わりにトンプソン医師は、患者にとって有効か無効かにつ
いて価値あるフィードバックを出せる、患者フォローアップ
担当の医師との間により良いコミュニケーションチャネルを
設定することを提案しています。他には、術後にこういった
医師からデータを収集し、最良の処置が何かを分析すること
を提案しています。

現状を改善するためのアプローチ
では、麻酔の現状はどのように改善できるでしょうか？³

1. エラーを報告する
–  英国の航空事故調査局や米国の国家運輸安全委員会の

ような独立調査機関を、国が設立することをロンドンの研
究著者は提案しています。

–  有害事象（AE）の報告書には、i) 事象の主な特徴の事実的
概要、ii) 事象の原因に関するデータの分析、iii) 結論と安全
性に関する推奨事項、を含む必要があります。この最後の
項目は特に重要であると見られています。医療業界では、

「エラーから学びへのつながりが維持されないことがよ 
くあります」。それとは対照的に、航空業界では、大きな 
事象の後はその原因が頻繁にシミュレーションされ、 
トレーニングにも含まれます。

–  報告書にはまた、現在ルーチンと捉えられていることが多
いものの、実際のAEと同様に学べる可能性のある、ニアミ
スや合併症についても含む必要があります。報告されな
い理由も、調査される必要があります。最もよくある理由
は、報告したことから起こりうる将来への不安と病院また
は上司から直接提供されるサポートの欠如です。その他
の理由には、自尊心や自己肯定感、「真に有益な行動が取
られない」、「自信喪失」、「仕事量が多くて時間がない」など
があります。

2. スタッフのウェルビーイング
同時に、有害事象が大きな影響を与えるスタッフのウェルビ
ーイングにも緊急に取り組む必要があります。例えば英国で
は、独立したスタッフ調査・サポートサービス専門組織の設
立が提案されています。

3. 経費を使用して認識を高める
オーストラリアでは、「医療過誤と合併症にかかるコストにつ
いての認識が高まって」おり、「これを改善する上で政府から
強い後押し」があると、クリス・トンプソン医師は言います。⁶ 

オーストラリアの病院には現在、すべての事象に対応する中
央集中型報告システムが導入され、すべての医師に対して
事象の報告義務を課しています。各科にはすべての報告書
を読み、折り返し報告し、事象の種類を分類し、推奨事項やそ
の導入プロセスを開始するするマネジャーの配置が義務付
けられています。依然として、「体系的な要因に起因すると言
えるエラーだけが報告されている」が、エラーや全体的な変
化への認識が高まっているのは「非常に良い傾向」とトンプ
ソン医師は述べています。

4. チェックリスト
手術室と集中治療室でのチェックリストの使用については
複数の調査が行われ、チェックリストは手術室から退室する
ときやスタッフのシフト交代時間などの主な移行段階で適
用すると、最も効果が高いと結論づけられています。⁷,⁸ 

5. トレーニング
麻酔科医は、パイロットが緊急事態により良く対処するた 
めに獲得しなければならないノンテクニカルスキルを学 
ぶことで、利益を得られるかもしれません。つまり、チー 
ムワーク、意思決定、状況認識、ストレス管理および疲労 
への対処です。

6.  クルー・リソース・マネジメント（CRM）と無菌の 
コックピット

手術室に適用できるCRMの特徴には、同僚によるピア・モニ
タリング、ブリーフィング（打ち合わせ）、手術手順と基準の定
義、パフォーマンス要素としての疲労の認識、シミュレーター
における評価形式での定期的「チェックライド」、「無菌のコッ
クピット」（複雑または重要手順中に気を散らす原因になる
ものがない環境）という原則の使用があります。手術前と後
のブリーフィングは、チームメンバー全員が手順を評価し、
互いの尊重とチームの絆を促進できるため、特に役立つ可
能性があります。⁹

7. 技術装置とワークプレイス
–  麻酔科医のワークプレイスは、ますます複雑で分かりにく

くなり、物がありすぎるという人もいるほどです（ホワイト
ペーパーのパート1を参照）。プラス面としては、この装置 

（機械換気、循環灌流、モニタリング）は、緊密なモニタリン
グのニーズにより良く対応し、患者ニーズにこれまで以 
上により適合する点だと、フランスの研究著者は述べて 
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います10。これは現在使用されている機器もまた、信頼性と
精度が高まり、より複雑になっている場合もあることを示
しています。そのため、臨床者は使用する医療装置をより
良く理解する必要があります。これには、リスク分析につい
て学習し、使用前に必ず確認することや、シミュレーション
を含む指導プログラムを受けることが含まれます。

–  麻酔科医は機械の主な動作障害に注意する必要があると
フランスの研究は述べています。

 –   モニタリング: 麻酔中の画面不良、モニタリング項目 
の１つが不良、データ転送の失敗、利用不可または低水
準のモニタリング

 –   人工呼吸器: 全身麻酔中の突然の故障、機械換気の中
止または増加、部品の欠落

 –   全身麻酔器: 回路からのリーク、「コックピットチェック」
での異常、気化器の問題

 –   その他: ベッド/カートの問題、アラームの不良

–  技術装置が意思決定の過程をサポートし、複雑な緊急事
態対処中のエラーを削減するのに役立つ可能性のある
もう一つの方法は、トレンドを視覚化することです。なぜな
ら、1つの値が上がったり下がったりしても、状況における
変化はすぐに認識されないかもしれませんが、トレンドが
グラフとして表示されれば、明らかに誤った方向に動いて
いる値があると麻酔科医に警告できるかもしれないから
です。すべてのデータから目が離せないストレスやプレッ
シャーのある状況では、トレンドの視覚化は正しい決定を
下すための決定的サポートになり得ます。

8. タイミング
マンチェスター大学の研究著者は、麻酔の様々なフェーズ
についても考慮すべきであると言います。11というのも、行動
のタイプは「麻酔のフェーズ」によって異なり、麻酔導入室で
のタスク（麻酔自体の導入を含む）は最も要求が厳しい仕事
です。様々なフェーズでのエラーを回避するには、様々な種
類の対策を用意することが役立つかもしれません。術前プ
ランニングや麻酔維持期のエラーは、情報の取り扱いや意
思決定をサポートするための措置を講じることで、機器チェ
ック、導入、覚醒中のエラーは、タスクの手順を合理化または
自動化、あるいは職場環境の物理的デザインを変更するこ
とで、回避できる可能性があります。

9. ノンテクニカルスキル
管理、チームワーク、認識: 麻酔の安全な実施を確実にする
ために、ノンテクニカルな要因（テクニカルスキルと知識と
同様に）の重要性に関する認識も高まりつつあると、オース
トラリア、メルボルンの麻酔科医が報告しています。12これに
は、タスク管理、チームワーク、状況認識および意思決定が
含まれます。事故は、一つの危険な行為から起こることは稀
で、「多くの場合、組織、状況、タスク、個人に関連する多数の
要因から生まれる」とハード医師は書いています。そのため、
同医師は「より現代的なエラーへのアプローチ」を提唱して
おり、ほとんどのエラーは、「行動、手順、装置など物体のデザ
インと、既知のヒューマンエラーのパターンが相互作用する
ことで発生する」としています。また、注意散漫、先入観、 
健忘、疲労、睡眠不足、およびストレスといったエラーの心理
的前兆についても強調しており、これらの要因は、「事故や有
害事象につながる一連の出来事のきっかけであることがよ
くある」と結論づけています。

マルチタスキング「注意散漫な医療」: 
複数の仕事を同時にこなすことが、適切な場面もあります
が、注意をそらすことが多すぎると記憶障害が起こり、エラ
ーを招いたり、提示されている資料をよく思い出せず、「悲劇
的結末」につながる可能性があると、カナダの研究者は指摘
しています。13この研究によると、医療におけるエラーは注意
散漫と大きく関係しており、投薬ミスの深刻さは集中力の中
断の数とともに増加します。「ツイートではなく、処置をせよ」
という見出しの記事で報道されたた（極端な）事例では、低リ
スクの心臓手術を受けた61歳の女性の死における、テキサ
スでの医療過誤が報告されています。14ここでは、麻酔科医
が手術の間中iPadを見ていたことが明らかになりま 
した。麻酔科医は、患者の顔が青ざめてきてから「15〜20分」
経つまで、血中酸素が危険な濃度にまで下がっていること
に気づかなかったと術者が証言しています。これで、カナダ
人医師が警告したマルチタスキングの仕事の量が多くなく
ても、「注意散漫な医療」が行われていることが確認された
と言えるしょう。

これらの研究著者は、テクノロジーの使用に反対している 
わけではないという点を明確にしていますが、環境を改善
するために、例えば薬剤準備を行う場所に「注意散漫になら
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ない」という表示を掲示する、適切な「E-エチケット」を教え、
スタッフや学生がいつどこでEテクノロジーやコミュニティ
デバイスを使用することが適切かを理解していることを確
認する、スマートフォンなどの使用において医師がロールモ
デルになることなどを提案しています。

コミュニケーション: 航空業界における悪いコミュニケーシ
ョンの一例は、1978年12月に墜落したユナイテッド航空173
便だと、ドイツ、リュッセルスハイムのヘルスケアセンター麻
酔クリニックのシーマン麻酔科医は説明します。「この墜落
は、着陸ギアの表示欠陥が発覚し、コックピットのスタッフ全
員がこの問題の解決だけに気を取られ、燃料の状態の確認
を完全に忘れてしまったことが問題でした。最終的な墜落の
原因は燃料不足だったのです」。この状況は、「例外的あるい
は異常な状況では、信頼できる概要を維持し、チーム内でタ
スクを明確に分担し、良いコミュニケーションを図る」ことの
重要性を示す好例だと、前述のドイツの麻酔科医は述べて
います。これは、麻酔科医の注意が本人が置かれた状況と時
間から逸脱してしまった前述のエレイン・ブロムリーさん死
亡事故の場合と似ています。

ソーシャルメディア: クリス・トンプソン医師は、技術装置の
問題にイライラして、メーカーに対する懸念をFacebookなど
で直接発散させた麻酔科医がいることを報告しています。
同様の目的で、匿名グループを結成した医師もいます。 
これは無理もないことかもしれません。というのも、インター
ネットの匿名性により苦情が無視されることもありますが、通
常の病院ルートを通じて報告されれば、その医師が有害ア
ウトカムに関連付けられる場合もあるからです。しかし、この
形式のコミュニケーションは、建設的とはなかなか 
言えません。なぜなら、テクノロジー企業が技術的欠陥の 
事例を調査する際には、一つの苦情だけでなく、あらゆるデ
ータと背景情報が必要になるからです。適切なチャネルを
提供し、「現場の」麻酔科医と彼らが使用する装置の製造メ
ーカーからの情報の流れを遮らず、報告した麻酔科医にも
マイナスの影響が出ないようにできるかは病院にかかって
います。

重要点: 周術期環境
有害事象と患者が受ける損傷は、周術期に頻繁に発生し 
ます。有害事象は入院患者の約30%に起こります。死亡率の
上昇とも関係しており、そのうちの50％ではそれを防止でき
た可能性があると、2人の麻酔科医とスイス・オーストラリア
共同研究の著者が述べています。彼らは、41人の患者におけ
る安全実践を調査した、米国保健福祉省の医療研究・品質機
構が助成したレビューについて報告しています。このうち10
項目が「強く推奨」、さらに12件が「導入を推奨」と評価されま
した。評価結果は、7ページの表1に示されています。15

麻酔科医が考えていることとは？ 

BMJの記事「エラーを削減し、安全性を改善」への返信の
手紙からの引用抜粋16

「 航空業界で使用されているものに似たエラーログを 
 確立しよう」

「 スウェーデンでは、医療責任や医療ミスであっても、 
 患者の保険制度により金銭的補償をします。1970年 
 に導入されて以来、これは10万件以上の申し立てにつ 
 ながり、事故とエラーの幅広いデータベースが確立さ 
 れました」

「 良い組織とは、報告されるエラーが多いことを意味す 
 るというメッセージを一般市民に伝えよう。報告され 
 たアクシデントと安全・効能の間に相関関係はない」

「 罰則を伴わないシステムによる安全アプローチを導 
 入し、すべての事故およびニアミスの報告と調査を 
 義務化しよう」

「 医師と医学生の心理的評価を増やそう」

「 医療ミスは、医学教育で教わる科目にするべきだ」

「CRMトレーニングを、麻酔科で義務化すべきだ」



麻酔に関連したヒューマンエラー 責任は誰にあるのか パート II

   © Drägerwerk AG & Co. KGaA  7

表 1:  実在する周術期安全問題の増加を予防するために、医療研究・品質機構が推奨した安全慣行

患者安全の問題 割合  
（入院リスクの割合）

推奨される安全慣行 利点 問題 
（すべて： 様々な導 

入課題）

臨床的問題

人工呼吸器関連 
肺炎

10.6%

組合せ: ベッドの頭側挙上、
鎮静剤休止（停止）、クロルヘ
キシジンによる口腔ケア、
気管チューブでの声門下
吸引 （++）

有効性のエビデンス（エビデ
ンス）: 中〜高（組合せの場
合: 相乗効果）

（低〜）中程度のコスト

カテーテル関連尿路感染症 3.7%

尿路カテーテル使用削減
への介入: カテーテルリマ
インダー、中止指示または
看護師起動の抜去プロトコ
ル （++）

エビデンス: 中〜高、 
低コスト

低リスク: 早期抜去

手術における医療関連感染
（HAI）

特定分野:
10.5%

手指衛生 (++)
防護的予防策、患者隔離、お
よび定常調査 (++)

有害性に対するエビデン 
ス低い、低コスト  
エビデンス: 中

有効性に対するエビデンス
低い [26] 有害性に対する
中程度のエビデンス（接触
隔離）: 中〜高コスト

中心静脈カテーテル関連-機械
的合併症-

3.5%
中心静脈配置のためのリ 
アルタイム超音波検査 
の使用 (++)

エビデンス: 強、 
ごくわずかな有害性

中程度のコスト

システムの問題

1入院ごとの有害事象 36.8%
手術前チェックリストと麻酔
チェックリスト 
(++)

エビデンス: 高、低コスト、 
ごくわずかな有害性

複数の導入課題

Rapid response systems （+） エビデンス:  
中、低い有害性

中程度のコスト

患者安全のシミュレーショ
ンを採用 (+) エビデンス: 中〜高 中程度のコスト

チームトレーニング (+) エビデンス: 中程度、 
低い有害性

導入 中程度〜困難
中程度のコスト

患者安全に関わる問題のモ
ニタリング（例：カルテ審査、
重要インシデント報告シス
テム (+)

ごくわずかな有害性 エビデンス低、高コスト

アウトカム測定 (+) エビデンス:  
中〜高、低い有害性

中程度のコスト

Wacker J., Staender S., The role of the anaesthesiologist in perioperative patient safety, Curr Opin Anaesthesiol 2014;27:649-656. オリジナルの発行物をご参照ください。

(++)強く推奨： (+)実践を推奨
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結果
誰かを責める「非難カルチャー」は医療業界において現在も
依然として存在しますが、ゆっくりとではあるものの変化の
兆しも見られます。最終的には、すべての病院が、「エラーに
オープンな文化」を促進するかどうかを決定しなければなり
ません。病院がエラーの報告にオープンになることを決定
すれば、最終的にミスを報告した医師をサポートして、エラ
ーが深刻な損害をもたらしたり、麻酔科医のキャリアを終わ
らせるための障害としてではなく、学びを得るためのツール
として使われることを確実にする必要が出てきます。

この最終章で示した通り、患者と麻酔科医両方の健康と安
全を高めるために利用できる方法は数多くあります。自分が
技術装置をよく理解していることを確認する、十分な睡眠を
取るようにするといった個人レベルでできることもあれば、
特に複雑または緊急な事態での意思決定を最適にサポート

できるよう使いやすい装置を作ることを訴求している技術
装置の製造メーカーであるかどうかという場合もあります。
しかし、組織的変更のような措置には、病院管理者や政策立
案者など関係者の意思が必要となるものもあり 
ます。そして、「責任のなすり合い」文化からミスを報告し、 
そこから学ぶオープンな文化への移行の決定も、これらの
関係者にかかっています。

より良い「エラー文化」は最終的に、コストも削減する（高額
な患者からの賠償請求額を削減する）ため、このホワイトペ
ーパーの著者は、これらの変更について慎重ながらも楽観
的です。「近い将来、鍵となるオピニオンリーダーや関係者
が、ミスを報告する非難のない文化の導入は、最終的には患
者、スタッフ、病院のすべてに利益をもたらすことを認識す
るようなることを願う」 と、アルバスジーズ医師とシーマン
医師は結論付けています。

詳細は当社のウェブサイトでご覧ください  
https://www.draeger.com/ja_jp/Hospital/Lung-Protective-Ventilation
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