
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
東京歯科大学病院矯正歯科におけるヒヤリ・ハット事例

の実態調査 : 予定外で来院した患者からの分析

Author(s)
林, 正樹; 末石, 研二; 海老原, 環; 宮崎, 晴代; 谷田

部, 賢一; 竹内, 史江; 野嶋, 邦彦; 山口, 秀晴

Journal 歯科学報, 106(2): 97-104

URL http://hdl.handle.net/10130/136

Right



抄録：水道橋病院矯正歯科と千葉病院矯正歯科にお

ける一年間の来院患者のうち，次回の予約をしてい

るのにも関わらず，矯正装置の何らかの問題で予約

を変更し，予定日より以前に来院した患者を予定外

の来院患者として，担当医から事例のアンケート調

査を行った。①予定外の来院患者の占める割合は，

千葉病院矯正歯科の１．４％に対して水道橋病院矯正

歯科では４．２％と高かった。②問題が生じた原因

は，２施設ともに不可抗力が最も多く，ヒューマン

エラーによる要因が約４割であった。③来院の緊急

度は，２施設ともに緊急度の高いものと中等度のも

ので７０％以上を占めた。④来院理由の内容は，装置

の脱落や逸脱が２施設ともに多かった。⑤起因した

装置の種類は，アーチワイヤーが２施設ともに多

かった。以上より，ヒューマンエラーを誘発させな

い環境を作り，事故に発展させない予防策を立案

し，フィードバックさせることが予定外の来院の予

防，再発防止につながると考えられた。

緒 言

近年，マスメディアを通じて医療事故・医療過

誤，医療危機管理などの言葉が賑わい，医療の安全

性に対する社会の関心は非常に高くなっている。平

成１６年１０月からは医療法の施行規則の一部改正が行

われ，重大な医療事故については報告が義務付けら

れるなど，医療における安全性の確保が最重要課題

の一つとされている１）２）。当院でも医療安全対策と患

者の安全確保を推進するために，医療安全管理委員

会・リスクマネージメント部会が発足されているな

ど，各医療機関における組織的な安全管理体制の推

進確立を図ることが必要となっている３）。矯正歯科

臨床においても，安全な医療の提供と医療の質の保

証からヒヤリ・ハット事例を収集して分析し，医療

事故の予防や再発防止に役立てるための具体的対策

を立案する４）～６）ことは重要であると考えられる。特

に，矯正歯科治療は，除去することを前提に本来口

腔内に存在しないブラケットやワイヤーなどの装置

を口腔内に装着すること，保存，補綴，口腔外科治

療に比べ長期治療を必要とするなど，いくつか特殊

な面を持っているため，誤飲や誤嚥あるいは頬粘膜

や舌などの軟組織に損傷を与えるといったインシデ

ント事例が起こりやすいと考えられる。また，診療

室以外で起こり，予定外に来院してくる機会は多

い。

そこで，我々は矯正歯科臨床における予定外の来

院（次回の来院日を予約しているのにも関わらず，

矯正装置の何らかの問題で予約を変更し，予定日よ

り以前に来院したもの）をヒヤリ・ハット事例のひ

とつと位置づけ，事例の原因，内容などの実態調査

を施設別に収集し，検討を行った。

方 法

調査対象は，東京歯科大学水道橋病院矯正歯科に
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来院患者１２，０５１名のうち予定外に来院した患者５０７

名と，東京歯科大学千葉病院矯正歯科における２００３

年４月から２００４年３月までの一年間の総来院患者

２２，０５１名のうち予定外に来院した患者３０１名であ

る。

調査事項は１．予定外の来院患者数，２．問題が

生じた原因，３．来院の緊急度，４．来院理由の内

容，５．起因した装置の種類，とした。

１．予定外の来院患者数

次回の来院日を予約しているのにも関わらず，矯

正装置の何らかの問題で予約を変更し，予定日より

以前に来院した患者を予定外の来院患者とした。

２．問題が生じた原因

問題が生じた原因は以下の７項目に分類した。

１）担当医の注意不足，確認不足，説明不足……ス

リップ（slip）

２）担当医のやり忘れ……ラプス（lapse）

３）担当医の思い込み，思い違い，知識（技術）不足

……ミステイク（mistake）

４）業務システムの問題（アポイントミス，その他）

５）患者の不注意

６）不可抗力（担当医が必要と認められる注意や予

防方法を尽くし，さらに患者による不注意などが

無くても，なお防ぎきれないこと）

７）その他

３．来院の緊急度

担当医が，処置の緊急性を判断して，「高い」「中

等度」「低い」に分類した。

４．来院理由の内容

来院理由の内容は以下の８項目に分類した。

１）装置の脱落・逸脱，２）頬粘膜などの軟組織

損傷，３）疼痛，４）装置の不適合，５）装置の破

折・破損，６）誤飲，誤嚥，７）装置の紛失，８）

その他

５．起因した装置の種類

起因した装置の種類は以下の９項目に分類した。

１）ゴム（セパレータ，顎間ゴム，パワーチェー

ン，その他）

２）結紮線

３）ブラケット

４）バンド・チューブ（リンガルクリート，リンガ

ルシースなど）

５）アーチワイヤー

６）可撤式装置（床矯正装置，床型保定装置，機能

的装置，その他）

７）顎内固定装置（クワドヘリックス，バイヘリッ

クス，トランスパラタルアーチ，固定式保定装

置，その他）

８）顎外装置（ヘッドギア，J‐フック，チンキャッ

プ，フェイシャルマスク，その他）

９）その他

結 果

１．予定外の来院患者数

予定外の来院患者数は，一日平均，水道橋病院矯

正歯科では１．８名，千葉病院矯正歯科では１．１名で

図１ 問題が生じた原因
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あった。総来院患者数に占める割合は，水道橋病院

矯正歯科では４．２％で，千葉病院矯正歯科では１．４％

であった。千葉病院矯正歯科に対して水道橋病院矯

正歯科では多かった。

２．問題が生じた原因

不可抗力によるものが２施設ともに最も多く，水

道橋病院では５０％，千葉病院では５５％と約半数を占

めていた。続いて多かったのが担当医の注意不足，

確認不足，説明不足によるものであり，水道橋病院

では２１％で千葉病院では１６％であった。患者の不注

意によるものが，水道橋病院では１５％で千葉病院で

は１４％であった。担当医の思い込み，思い違い，知

識（技術）不足によるものが，水道橋病院では８％で

千葉病院では１２％であった。担当医のやり忘れによ

るものが，水道橋病院では２％で千葉病院では１％

であった。問題が生じた原因で上位にみられるもの

は，２施設ともに同様のものが多かった（図１）。

３．来院の緊急度

水道橋病院では緊急度の高いものが１６％，緊急度

が中等度のものが５７％，緊急度の低いものが２７％で

あった。千葉病院では緊急度の高いものが３７％，中

等度のものが３９％，低いものが２４％であった。２施

設ともに緊急度の高いものと中等度のもので７０％以

上を占めた（図２）。

４．来院理由の内容

装置の脱落や逸脱が２施設ともに最も多く，水道

橋病院では５０％で千葉病院では４８％であった。続い

て多かったのが装置の破折や破損であり，水道橋病

院が１５％で千葉病院が１６％であった。口腔内および

顎関節などの疼痛が水道橋病院では１２％で千葉病院

では１１％，頬粘膜などの軟組織損傷が水道橋病院で

は１２％で千葉病院では１５％であった。装置に起因す

るものが多く，それに付随する患者の不快感で約

９０％を占めた（図３）。

５．起因した装置の種類

アーチワイヤーが２施設ともに最も多く，水道橋

病院では２５％で千葉病院では１９％であった。続いて

多かったのがブラケットで，水道橋病院では２３％で

千葉病院では１８％，可撤式装置が水道橋病院では

１５％で千葉病院では１８％，バンドやチューブが水道

橋病院では８％で千葉病院では１３％であった。２施

設ともにワイヤーなどの金属性の矯正装置によるも

ので約５０％を占めた（図４）。

図２ 来院の緊急度

図３ 来院理由の内容
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考 察

総来院患者に占める予定外の来院患者の割合は，

千葉病院矯正歯科の１．４％に対して水道橋病院矯正

歯科では４．２％と高かった。千葉病院では小児，就

学時の患者が多いのに対し，水道橋病院では外科的

矯正治療患者などのマルチブラケット装置を装着し

た成人患者の割合が多い７）。このマルチブラケット

装置（アーチワイヤー，ブラケット，バンドなど）に

起因した事例が多いことが影響しているものと考え

られる。

医療事故のほとんどは，人に起因して起こると言

われている。人に起因して起こるヒューマンエラー

の発現を完全に回避することは不可能である。しか

しながら，ヒューマンエラーの発現が予測される状

況の改善や発現防止のために診療体制，教育，研修

体制，施設設備，情報収集体制などの医療システム

を整備することが，重篤な事例の発現を低減・防止

したり，その影響を最小限にとどめることにつなが

る。そこで問題が生じた原因の項目は，その後の要

因分析や対策立案を導出できるように，行為に対す

る意図の有無を起点とした構造のヒューマンエラー

の分類を参考にした８）９）（図５）。問題が生じた原因で

は，不可抗力によるものが２施設ともに約半数を占

めていた。不可抗力か否かの判断基準は，担当医が

診療中に医療事故の危険を予見し（危険予見義務），

回避するべく（危険回避義務）義務を尽くしたか否か

であり，尽くしていれば不可抗力とした。つまり，

担当医が必要と認められる注意や予防方法を尽く

し，さらに患者による不注意などが無くても，なお

防ぎきれないこととした。続いて，担当医の注意不

足，確認不足，説明不足によるもの，担当医の思い

込みや思い違いや知識（技術）不足によるもの，担当

医のやり忘れによるものといったヒューマンエラー

に基づく事例が多かった。ヒューマンエラーの分類

では，スリップに該当する事例が多かった。これら

の事例は，すべて担当医個人の資質や力量，経験の

みに起因するわけではなく，医療システムとも密接

に関連している。どんなにベテランの歯科医師で

あっても，患者数が多すぎることによって，患者に

十分な説明をする時間が取れないなどの医療システ

ムに不備があれば事故を引き起こす可能性がある。

従来の事故分析のように個人の注意喚起や事故処理

策にとどまらず，組織として事故防止策に取り組む

ため，事故の背景要因について多方面から分析し対

策を講じることが重要である１０）１１）。したがって，ヒ

ヤリ・ハット事例を収集して分析することは，重篤

な事故や発現頻度が高いと予測される事故について

の情報や対応策を共有することができるため，きわ

めて有意義である。また，それらを収集して分析す

図４ 起因した装置の種類

図５ ヒューマンエラーの分類

林，他：矯正歯科に予定外で来院した患者の実態調査１００

― 38 ―



ることによって得られたさまざまな背景要因を一つ

一つ解決していくことが再発防止になり，医療安全

管理につながると考えられる。

予定外に来院した患者の緊急度は，処置の緊急性

を担当医の判断で決定した。また，水道橋病院と千

葉病院の事例を合計し，問題が生じた原因別に緊急

度のクロス集計を行なった。不可抗力による事例に

おいてもヒューマンエラーに基づく事例と同様に，

緊急度の高いものと中等度のものを合わせると，

７０％以上になった（表１）。不可抗力による事例は事

前に説明する義務を尽くしても生じるものとし，現

在の矯正歯科医療技術の水準では避けられないもの

と捉えた。しかしながら，不可抗力による事例で

は，緊急度の高いものがヒューマンエラーに基づく

事例よりも多く，問題が生じた原因の半数以上を占

めたことから，まず不可抗力による事例であるのか

否かを再確認する必要があると考えられる。

来院理由の内容で２施設ともに最も多かったの

が，装置の脱落や逸脱であった。そのほとんどがブ

ラケットやバンドの脱落であった。矯正歯科治療の

特殊性として，除去することを前提に本来口腔内に

存在しないアーチワイヤーやブラケットやバンドな

どの装置を長期にわたり口腔内に装着するので，脱

落や逸脱が多いものと思われる。最後臼歯の歯面か

ら脱落したブラケットやバンド，脱落したマイクロ

スクリューなどのアンカー用インプラントの誤飲・

誤嚥が無かったのは，ブラケットやバンドが口腔内

に脱落しないようにアーチワイヤーをシンチバック

していたことや連続結紮をしていたこと，マイクロ

スクリューなどのアンカー用インプラントを埋入後

アーチワイヤーなどと結紮していたためである。ま

た，リムーバブルトランスパラタルアーチなどの半

可徹式矯正装置を使用する際には，結紮線およびモ

ジュールの両方で結紮し，シースから口腔内への脱

落を回避していたためである。当院の矯正歯科で

は，従来からリスクマネージメントに関する講義を

行い，このような具体的な予防策を共有し，フェイ

ルセーフシステムを対策として講じてきたことがこ

のような結果につながったものと考えられる。

起因した装置の種類は，アーチワイヤーが２施設

ともに最も多かった。問題が生じた原因別に起因し

た装置とのクロス集計を行なった結果，担当医の注

意不足などのヒューマンエラーに基づく事例で，最

も多かったのがアーチワイヤーに関わる問題であっ

た（表２）。ワイヤーエンドをシンチバック（ベンド

バック）したにも関わらず，歯牙移動に伴いワイ

ヤーのエンドが突出し，頬粘膜などの軟組織に接触

し損傷するという事例が多かった。これらの事例を

防止ぐために，患者には，ワイヤーが突出してしま

う可能性があることを説明し，シリコーン系ワック

スやワッテなどで対処できるように渡しておく必要

がある。

患者の不注意による事例で，最も多かったのが可

撤式装置であった。患者が可撤式装置を紛失するこ

とや破損してしまう事例が多かった。口頭で説明す

るだけでは不十分な場合には，装置の取扱説明書や

注意事項を記載した文章を手渡すことが必要であ

る。

不可抗力による事例で最も多かったのがブラケッ

トであった。脱落や軟組織損傷以外に，プラス

ティックブラケットのウィングが削れて結紮線が脱

落する事例がみられた。不可抗力による事例には，

バンド・チューブなどのほかに，最近ではマイクロ

スクリューなどのアンカー用インプラントが起因す

ることも少なくない。このような先端的な診療技術

についても医療の質の管理が重要である。

今回の結果では，予定外の来院の原因や来院理由

の内容や起因した装置の種類に関しては，２施設と

もにほぼ同様の結果であった。予定外の来院患者が

総来院患者数に占める割合に関しては水道橋病院の

表１ 原因別にみた緊急度の違いについて 件数

緊急度

問題が生じた原因 高い 中等度 低い 総計

注意不足，確認不足 ３４ ８５ ３５ １５４

やり忘れ ４ ５ ３ １２

思いこみ，思い違い，
知識不足（技術不足） １９ ３７ ２０ ７６

業務システムの問題
（アポミス等） １ ０ ５ ６

患者の不注意 ３１ ５９ ３０ １２０

不可抗力 １０３ ２１４ １０２ ４１９

その他 ２ ７ １２ ２１

総 計 １９４ ４０７ ２０７ ８０８
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ほうが多かった。問題が生じた原因に関しては，２

施設ともに，不可抗力が最も多かった。インフォー

ムドコンセントや担当医の注意不足などのヒューマ

ンエラーによる要因が約４割であった。不可抗力に

よる事例は，ヒューマンエラーに基づく事例より緊

急度の高いものが多かった。

したがって，医療事故の危険を予見し，回避する

べく義務を尽くし，さらに患者には事前に不可抗力

についての説明をする義務が重要であると考えられ

る。いずれの事例も矯正歯科治療の質の低下やオ

フィスマネジメントの効率性の低下，患者の信頼の

低下につながり，ひいては重篤なアクシデントを招

く可能性があり，矯正歯科臨床において重要な問題

として取り扱わねばならないと考える。

患者との良好な信頼関係を確立することは，安全

な医療が成り立つ基盤となる。特に矯正歯科治療で

は，患者の自覚や協力が必要となるため，十分な説

明や対話を行ったうえで，患者の理解を得てから診

療を行うことが，医療安全の向上につながると考え

られる。

以上より，患者が予定外に来院することの予防・

再発防止のためには，ヒヤリ・ハット事例を収集し

て分析することが重要である。すなわち，ヒューマ

ンエラーを誘発させない環境や事故に発展させない

フェイルセーフシステムといった予防策や解決策を

共有し，歯科医師およびパラデンタルスタッフと

いった診療部門レベルのみならず，水道橋病院なら

びに千葉病院といった組織レベルで積極的に立案

し，フィードバックさせるシステムを構築していく

ことがきわめて重要であると考えられる。

結 論

矯正歯科臨床において，患者の安全と医療の質の

保証からヒヤリ・ハット事例を収集し分析を行っ

た。東京歯科大学水道橋病院矯正歯科における２００４

年８月から２００５年７月までの一年間の来院患者と千

葉病院矯正歯科における２００３年４月から２００４年３月

までの一年間の来院患者の中から，次回の来院日を

予約しているのにも関わらず，矯正装置の何らかの

問題で予約を変更し，予定日より以前に来院した患

者を予定外の来院患者として担当医からアンケート

調査を行った結果，以下の結論を得た。

１．一年間の予定外の来院患者数は，水道橋病院矯

正歯科では５０７名であり，千葉病院矯正歯科では

３０１名であった。一日平均，水道橋病院矯正歯科

では１．８名，千葉病院矯正歯科では１．１名であっ

た。総来院患者数に占める割合は，千葉病院矯正

歯科の１．４％に対して水道橋病院矯正歯科では

４．２％と高かった。

２．問題が生じた原因は，不可抗力によるものが水

道橋病院５０％，千葉病院５５％と２施設ともに約半

数を占めていた。続いて，担当医の注意不足，確

認不足，説明不足によるもの，患者の不注意によ

るもの，担当医の思い込みや思い違い，知識（技

術）不足によるもの，担当医のやり忘れによるも

のであった。インフォームドコンセントや担当医

表２ 原因別にみた装置の種類について 件数

装置の種類

問題が生じた原因 ゴム 結紮線 ブ ラ
ケット

バンド，
チューブ

アーチ
ワイヤー

可撤式
装 置

顎内固
定装置

顎外
装置 その他 総計

注意不足，確認不足 １５ １３ １２ １４ ６３ ７ １４ １ １５ １５４

やり忘れ ０ １ ２ ０ ６ １ ０ ０ ２ １２

思いこみ，思い違い，
知識不足（技術不足） ９ ０ １８ ８ ２１ ６ ８ ０ ６ ７６

業務システムの問題
（アポミス等） ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ５ ６

患者の不注意 ４ ０ ３３ ８ １４ ４７ ８ ０ ６ １２０

不可抗力 ４６ １９ １０１ ４８ ７５ ６５ ３４ ４ ２７ ４１９

その他 ０ １ ４ １ １ ３ １ ０ １０ ２１

総 計 ７４ ３４ １７０ ７９ １８０ １３０ ６５ ５ ７１ ８０８
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の注意不足などのヒューマンエラーによる要因が

約４割と多かった。

３．来院の緊急度は，２施設とも緊急度の高いもの

と中等度のもので７０％以上を占めた。

４．来院理由の内容は，装置の脱落や逸脱が２施設

ともに最も多く，そのほとんどがブラケットやバ

ンドの脱落であった。

５．起因した装置の種類は，アーチワイヤーが２施

設ともに最も多く，ワイヤーなどの金属性の矯正

装置によるもので約５０％を占めた。

６．問題が生じた原因別に緊急度を集計した結果，

不可抗力による事例では，緊急度の高いものが

ヒューマンエラーに基づく事例より多かった。

７．問題が生じた原因別に緊急度を集計した結果，

ヒューマンエラーに基づく事例で最も多かったの

がアーチワイヤーに関わる問題であった。不可抗

力による事例で最も多かったのがブラケットで

あった。

本論文の要旨は，第６４回日本矯正歯科学会大会（２００５年１０
月１３，１４日，横浜市）において発表した。
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Clinical Study of Hiyari-Hatto at Two Orthodontic Clinics
at Tokyo Dental College

－Analysis of Unscheduled Visits－
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（Chairman : Prof. Hideharu Yamagushi）
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The purpose of this study was to investigate reason for unscheduled visits to two clinics belonging to

Tokyo Dental College． The questionnaire covered incidence，cause，degree of emergency，treatment

and the type of orthodontic appliance used． Incidence was high at the Suidobashi hospital at 4.2% com-

pared with 1.4% at the Chiba hospital． Cause showed high inevitability，with human error accounting

for about 40 percent． Chiba hospital showed a larger number of patients with a high degree of emer-

gency． Reason of visit showed a high degree of failure and protrusion of orthodontic appliance at both

clinics． Orthodontic appliance showed many arch wires at both clinics．

Therefore，we believe that it is necessary to create an environment that prevents human error，and

that a plan of prevention would help reduce the number of unscheduled visits．

（The Shikwa Gakuho，１０６：９７～１０４，２００６）
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