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No
事故の
程度

販売名
製造販売
業者名

事故の内
容

事故の内容 事故の背景要因の概要 改善策 調査結果

1

障害残
存の可
能性な
し

注射用ナ
ファモス
タット１０
「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工
その他の
与薬に関
する内容

ナファモスタットを抗凝固剤としてＣＨＤＦを
開始した。開始直後から、胸内苦悶、血圧
低下（最高血圧６０前後）全身紅潮みられ
た。ＣＨＤＦに使用している薬剤のアレル
ギーによるショックを予測し、ＣＨＤＦをすぐ
に中止し、輸液負荷などの処置を開始し
た。 何らかの薬剤によるアナフィラキシー
ショックと考えられた。

アレルギー内科へ紹介の結果、ナファ
モスタットによるアナフィラキシーが最
も強く疑われた。

今後も、禁忌薬の多い患
者はあらゆる薬剤でショッ
クが起こることを予測して
準備・対応しておく。

ナファモスタットによる
アナフィラキシーショッ
クと考えられ、モノの
観点からの検討は困
難である。

2 死亡
オムニ
パーク３
００

第一三共
株式会社

その他の
与薬に関
する内容

13時32分、消化器癌の肝臓転移疑いの患
者に腹部造影ＣＴ検査を実施した。消化器
内科医師がオーダーし、放射線科医師が
実施した。放射線科医師が右正中静脈より
22Ｇサーフロ針挿入後、造影剤オムニパー
ク３００、非イオン性造影剤90mlをインジェク
ターにて３ml/S、30秒で注入した。
13時40分、造影剤注入後、患者が咳嗽、嘔
気を訴え、反応鈍くなりJCSレベル二桁とな
る。間もなく呼吸停止、脈拍測定不能とな
り、放射線技師により心臓マッサージ、医師
によりバックバルブマスク換気開始。緊急
コードをかけ医師が多数参集する。
アドレナリンを使用後一時自己心拍再開す
るが、循環動態不安定であるためＰＣＰＳ装
着する。様々な検査結果より、アナフィラキ
シーショックと判断され、ステロイド投与、透
析等も実施するが効なく死亡された。

造影剤によるアナフィラキシーショッ
ク。
アレルギー、喘息既往歴などの問診、
造影ＣＴ説明、同意をとり、ＣＴ施行直
前にも患者に確認をしていた。

患者の問診、アレルギー
の有無等を確認し、造影
剤注入後の観察、急変時
対応を迅速に実施してお
り、医療過誤ではないと判
断したが、院内初の造影
剤によるアナフィラキシー
ショック事例であるため、
事故調査委員会を開催し
た。
検討内容として下記があ
がった。
造影ＣＴ検査は、危険を考
慮し必要最小限にオー
ダーすべきである。今回は
必要性があると判断した。
造影剤で重大な副作用の
出現があることを再認識
し、造影ＣＴを実施すること
の必要性が実施しない場
合を上回るか慎重に判断
して行う。
造影剤で副作用が出現し
た場合、ヨード禁にしてい
るが、必要により造影ＣＴ
を実施する場合は十分な
説明を行い常時速やかに
緊急対応ができるような体
制を整備する。

オムニパークによるア
ナフィラキシーショック
と考えられ、モノの観
点からの検討は困難
である。
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3

障害残
存の可
能性な
し

ハルシオ
ン０．２５
ｍｇ錠 ２
ｍｇセル
シン錠
ボルタレ
ンサポ２
５ｍｇ

ファイ
ザー 武
田 ノバル
ティス

その他の
処方に関
する内容

トイレに行こうとしてベッドから立ち上がり、
左の壁をつたい歩こうと思い手を伸ばした
が、その手が外れ、左腕を下にして転んだ

患者の状態を確認せずに、発熱に対
する対応として就寝前にボルタレンサ
ポ２５ｍｇ、入院前から服用していたハ
ルシオン０．２５ｍｇ錠１錠、２ｍｇセル
シン錠１錠を眠前に服用させていた。

転倒防止対策の見直しを
行い、各種様式に発熱・眠
剤使用・高齢などの要因を
追記し、これらの要因があ
る場合は、必要なアセスメ
ント（入院時・手術や侵襲
のある処置後・病状変化
（発熱・貧血・薬剤使用な
ど））を行い、アセスメントを
受けて対応を行うように指
導した。転倒防止対策の
見直しについて周知徹底
を図った。

ハルシオンの副作用
症状とも考えられる
が、患者の状態等も
不明であり、検討は困
難である。

4

障害残
存の可
能性な
し

モルヒネ
塩酸塩
50mg

第一三共
プロ
ファーマ
株式会社

過剰投与

本事象は、右腎癌に対して後腹膜鏡下右
腎摘除術施行の患者に対し、術後疼痛コン
トロール目的で静脈内－自己調節鎮静法
（生食500ml＋モルヒネ塩酸塩50mg）施行
開始した。2日後、疼痛強く患者本人がPCA
ポンプを操作していたところ、傾眠傾向があ
り、静脈内－自己調節鎮静法以外の鎮痛
剤で対応することとなったが、疼痛持続して
いたため、ペンタジン投与施行した。その
後、SPO2低下し呼吸回数3～4回／分まで
低下した。主治医の診察により、モルヒネの
副作用による呼吸抑制と判断されナロキソ
ン（0.2mg）1A＋生食20mlを1ml／回を1時間
毎計7回投与し、症状の改善を認めた。

IV-PCAは自己調整のため、眠気によ
り追加投与が抑制されるが、それ以外
の経路でオピオイド系鎮痛剤薬が投与
されていた。
また、患者が慢性腎不全であり、モル
ヒネやその代謝産物が体内に蓄積さ
れたこと、閉塞性無呼吸症候群を合併
していたこと等も呼吸抑制をきたした原
因となった可能性がある。

１．患者に傾眠などの問題
点が認められた場合に
は、以下の3点を実施し、
術後疼痛管理チームの指
示があるまで継続する。
　・一旦、PCAの使用を中
止し、NSAIDｓ、アセトアミノ
フェンを使用する。
　・弱オピオイド、強オピオ
イドの使用を禁止する。
　・鎮静薬、睡眠薬の使用
を禁止する。
２．回診時に問題点が認
められた際の緊急連絡体
制を確立する。
３．PCAの安全な使用につ
いてのセミナーを年数回実
施する。

モルヒネの呼吸抑制と
も考えられるが、モル
ヒネの投与量(患者の
自己調節量)等も不明
であり、検討は困難で
ある。
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5
障害な
し

１％ディ
プリバン
注－キッ
ト

アストラ
ゼネカ

その他の
与薬に関
する内容

食道ＥＳＤのため、ディプリバンを使用した。
ＥＳＤは1時間30分程度で終了した。終了
後、バイタルサインは安定したため、酸素
吸入を中止し、モニター類を除去した。病棟
へ帰室するため、携帯用の経皮的酸素飽
和度モニターを患者に装着し、ストレッ
チャーへ移動させ、検査室を退室した。検
査室を出た直後から徐々に経皮的酸素飽
和度が低下し、意識レベルが低下したが、
マスク換気と酸素吸入で改善した。

ＥＳＤ後の患者の覚醒状態の観察が不
十分であったこと。

ＥＳＤ後の患者の覚醒確認
についての基準を作成す
る。

ディプリバンの副作用
症状とも考えられる
が、ディプリバンの投
与量等も不明であり、
検討は困難である。

6 死亡

ジアグノ
グリーン
注射用
25mg

第一三共
その他の
与薬に関
する内容

1.患者は8:50Angio前にICG検査を行うた
め、主治医がICG試薬を準備(インドシアニ
ングリーン25mgを溶解液5mlで溶いたもの
を2V準備し、そのうち6.1mlを注射器に吸い
上げた)した。
2.その後、ゆっくりと患者の左正中より翼状
針22Gにて血管確保し、ゆっくりインドシアニ
ングリーンを投与した。抜針後、しばらくし
て、気持ち悪いと訴えあり。顔色悪くなり、
担当看護師を呼ぶ。
3.担当看護師が病室に到着すると、患者は
口から泡を吹いている状況であった。
SPO2:75%、脈拍血圧測定できず、ナース
コールにて応援要請した。すぐに看護師、
医師が到着し、9:10より心肺蘇生術を開始
する。蘇生の状況はカルテ参照。
4.家族への連絡のため夫の携帯に電話す
るが連絡取れず、9:50頃、義姉に連絡して
大至急来院してほしい旨を伝える。10:50姪
が来棟し、部長より状況の説明を行う(担当
医、副看護師長、医療安全管理者同席)。
11:30娘が来棟し、部長より状況の説明を行
う。部長により死亡診定される。

1.患者は肝臓の治療の前にICGの検査
を行う予定であった。ICGの検査は5回
目であった。
2.ICGによるアナフィラキシーショックが
発生した。
3．患者が急変した時、主治医がそば
で観察しており、すぐに担当医、看護
師応援を要請した。
4.駆け付けた看護師は患者が泡を吹
いていたので、すぐにナースコールを
押して応援要請した。
5.応援で駆け付けた医療者(医師、看
護師)はすぐに心肺蘇生を開始した。

以下について、今後検討
することになった。
1.ICG検査時の血管確保。
2.ICG検査時の説明と同
意。
3.救急カートの準備、整備
について

ジアグノグリーンによ
るアナフィラキシー
ショックと考えられ、モ
ノの観点からの検討
は困難である。
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7

障害残
存の可
能性な
し

ブミネー
ト

バクス
ター

その他の
与薬に関
する内容

2回目の単純血漿交換を行った。1回目の
単純血漿交換を行った時は特に合併症を
認めなかった。単純血漿交換を開始し、15
分経過してブミネートが体内に投与されは
じめた直後から右の痙攣を生じた。意識は
清明であったが、徐々に痙攣は全身に広が
り、血液ガスがpH7.1と著明なアシドーシス
を認めた。挿管、人工呼吸器を使用し、ICU
で治療することになった。

原因検索を行ったが、明らかな原因は
認められず、ブミネートに対するアレル
ギーや菌血症が疑われた。

その後の経過から、アレル
ギー反応よりカテーテル感
染の可能性が高いと判断
し、治療を行った。

ブミネートによるアナ
フィラキシーショックと
考えられ、モノの観点
からの検討は困難で
ある。

8

障害残
存の可
能性が
ある
（高い）

なし なし
その他の
与薬に関
する内容

カリウム製剤が血管外に濾出したことで、
皮膚組織が壊死に陥った。

末梢ラインからAM２時にカリウム値が
低値のためメインボトルの側管から原
液のアスパラカリウム2mEq/ｈの指示
ありシリンジポンプを使用し左足関節
より約10cm中枢側に留置されていた
末梢ラインより開始。穿刺部周囲に皮
膚変化はなかった。7時50分、穿刺部
周囲に発赤（6×4cm)を発見したため
逆血を確認した。8:30　穿刺部周囲に
水疱（1cm×2cm)を発見し医師に報告
したが漏れているのでなければ経過を
見るように指示を受けた。10:30医師に
診察を依頼し経過観察の指示を得た。
14:00更に水疱が増大し、発赤部位も
拡大していたが逆血は認め毛布等で
刺激を回避した。16:30更に発赤と水疱
の拡大があり点滴の差し替えを医師に
依頼し、右足背より同様の点滴指示で
開始した。翌日7:00に右足背の穿刺部
周囲に発赤を確認し、直ちに抜針し
た。輸液は右上肢から再開した。左下
肢は、水疱部の下は壊死していた。

CVを挿入困難な患者であ
りカリウム製剤の適切な使
用。カリウム製剤使用時の
注意点を周知徹底。家族
に状況の説明を行なう。形
成外科に治療を依頼しデ
ブリードメンを行い現在は
VAC療法を実施中。

両下肢に血管外漏出
を認めたとのことであ
るが､手技を含めた原
因等の詳細が不明で
あり､検討は困難であ
る。
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9

障害残
存の可
能性な
し

イオメロ
ン３００シ
リンジ

ブラッコ・
エーザイ
株式会社

その他の
与薬に関
する内容

造影剤を入れたところ、造影効果が十分得
られないことからおかしいと患者の様子を
見たところ、点滴が入っている腕が腫脹し、
点滴からの漏れがあったことが判明した。
腫脹が強く、コンパートメント症候群の可能
性も考え、圧も測定したところ非常に高値で
あり、虚血・神経障害に陥る可能性も考え、
減張切開を行った。

発生した要因としては、不安定な骨盤
骨折であり、バイタルも今後非常に不
安定になる可能性が非常に強い状況
で、患者の容体は非常に緊急を要する
状況にあった。
点滴は滴下できており、刺入部がはれ
るといったことはなかったため、特に問
題はないと考えていた。そのため確認
は不十分であった可能性は十分考え
られる

造影剤用ルートの確保は
より慎重に行う。

腕の腫脹及び漏れを
認めたとのことである
が、手技を含めた原因
等の詳細が不明であ
り､検討は困難であ
る。

10

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

フェントス
テープ
1mg フェ
ントス
テープ
2mg オプ
ソ内服液
5mg ボル
タレン坐
薬12.5mg

久光製薬
久光製薬
大日本住
友製薬 ノ
バルティ
スファー
マ

その他の
与薬に関
する内容

本事象は，上咽頭癌に対し化学療法・放射
線療法目的にて入院の患者に対し，臨床
研究による化学療法・放射線療法及び鎮痛
剤（フェントステープ8mg，ボルタレン坐薬
50mg×2回，オプソ5mg3包×2回）によるペ
インコントロールを実施していた。深夜に看
護師が訪室したところ，下顎様呼吸の患者
を発見し，SpO2測定不能，呼名反応なかっ
たため，直ちに当直医によりBVMにより換
気開始した。SpO2　40%、意識レベル改善
なかったため，救命センター医師により気
管内挿管施行し，一時的にICU入室となっ
たが，フェントステープ除去後，呼吸状態安
定し，抜管。同日，一般病棟へ転棟した。

フェントステープ1mg/日から開始し、レ
スキューとして、オプソ屯用するが疼痛
増強あり、1日後よりフェントステープ
2mg/日、7日後よりフェントステープ
4mg/日、9日後よりフェントステープ
6mg/日、さらに疼痛増強のため、11日
後よりフェントステープ8mg/日使用し
た。
オピオイド陽性反応が検出されてお
り，麻薬蓄積による呼吸抑制と考えら
れる。

疼痛コントロールのための
オピオイドの量が増え、呼
吸抑制が出現する可能性
がある場合は、今回同様、
慎重な観察とモニタリング
を行う。

フェントステープ等の
呼吸抑制とも考えられ
るが、患者の状態等も
不明であり、検討は困
難である。

11

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

ドルミカ
ム注射液
10mg ペ
ンタジン
注射液
15 セレ
ネース注
5mg

アステラ
ス製薬
第一三共
大日本住
友製薬

その他の
与薬に関
する内容

食道癌に対するESD施行時に，鎮静剤（ド
ルミカム12.5mg，セレネース10mg，ペンタジ
ン30mg）を投与したところ，SpO低下・自発
呼吸低下し，チアノーゼ出現したため、治療
を中断し、内視鏡を抜去した。呼吸停止を
きたしたため，胸骨圧迫開始し，酸素10L投
与開始したところ，直ちに自発呼吸回復し
た。CT検査施行後，一時的にICUにおいて
管理することとなったが，同日，一般病棟に
転棟した。

本事象は、鎮静剤投与に伴う一時的な
低酸素状態が出現したものと考えられ
る。その後の家族への問診により、睡
眠時無呼吸症候群の可能性があり、
症状を増悪させた可能性が考えられ
た。パルスモニターを使用し、複数名
の監視下で治療を行っていたため、患
者の異変に早期対応ができたが、心
電図モニターは使用していなかった。

睡眠時無呼吸症候群の既
往の有無を問診で確認し、
過鎮静になるリスクを考慮
する。
ESD施行時は全例心電図
モニターによる監視を実施
する。

鎮静剤の副作用症状
とも考えられるが、患
者の状態等も不明で
あり、検討は困難であ
る｡
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12

障害残
存の可
能性な
し

不明 不明
その他の
与薬に関
する内容

患者は車椅子担送であったが、独歩は可
能なレベル。造影剤使用歴あり。今回も造
影CT施行。CT入室時、咳があった。造影後
咳が強く、確認したが「大丈夫」ということで
造影続行し撮影終了。咳の悪化がみられ、
医師の診察を受け、症状悪化のためコード
ブルーに至った。サクシゾン，ポララミン，エ
ピネフリン等投与し，その後回復。

ヨード造影剤によるアナフィラキシーと
考えられる。

これまでも数回ヨード造影
剤使用歴あるもアレル
ギー症状はなかったので
予測不能と思われる。咳
が強かった時点で医師の
診察を受けてもよかったか
もしれない。

ヨード造影剤によるア
ナフィラキシーショック
と考えられ、モノの観
点からの検討は困難
である。

13

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

ロヒプ
ノール

中外製薬

その他の
製剤管理
に関する
内容

解離性障害を基礎疾患に持つ患者が貧血
の加療目的で入院しており、近日退院予定
であった。病室にて意識レベル低下および
低酸素を看護師が発見。すぐに酸素投与、
輸液など処置を行ったところ、次第に意識
レベル、酸素化は改善した。その後、患者
の持参品より、他院処方のロヒプノールの
空包装が病室ベッドより大量に見つかり、
同薬による大量服薬が考えられた。

解離性障害を基礎疾患として持ってお
り、自殺企図などを含む異常行動をと
る可能性があった。

・入院患者の持参薬の把
握については、当人のプラ
イバシーに配慮しつつも網
羅するよう努める。
・精神疾患を合併する患者
の入院では、特に自殺企
図の有無などを含め病状
について医療スタッフで情
報を共有し対応にあたる。
その際、普段と違う言動な
どに注意すること、またそ
の内容を早めに他のスタッ
フへ伝達できるようにす
る。

解離性障害をもつ患
者が自ら退院処方を
過量服用した事例で
あり、モノの観点から
の検討は困難である。

14
障害な
し

ビーフ
リード輸
液

大塚製薬
その他の
与薬に関
する内容

入院し、まもなく左前腕からビーフリード開
始。ビーフリード点滴漏れによる発赤、硬
結、腫脹ありクーリング開始し翌日皮膚科
へコンサルト。患者は発熱しており皮膚科
では点滴漏れによる逆行性感染・細菌性静
脈炎と診断しイソジンゲル使用。発熱もあり
潰瘍形成（13ｍｍ大の周囲に55ｍｍ大の水
泡形成）を発症し、デブリ実施。その後の治
療にて軽快し退院となる。

１．当院は抗がん剤の点滴漏れ対処マ
ニュアルのみでその他の薬剤に関する
マニュアルが無い。
２．ギランバレー症候群で皮膚の脆弱
もあった。

１．抗がん剤以外の薬剤に
関する血管外漏えいマ
ニュアルを作成した。
２．ビーフリードに関する血
管外漏えいに関する皮膚
障害事例が連続発生して
いるためビーフリード使用
に関する医師の小委員会
を発足させ現在検討中で
ある。

左前腕に血管外漏出
を認めたとのことであ
るが､手技を含めた原
因等の詳細が不明で
あり､検討は困難であ
る。
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15

障害残
存の可
能性が
ある
（高い）

ノルアド
レナリン

第一三共
その他の
与薬に関
する内容

入院時より留置していたCVカテーテルの感
染が疑われ、CVルートを抜去することとし
た。その時点で血圧は安定していたためノ
ルアドレナリンは一旦中止した。両上肢共
に蜂窩織炎があったため、右足背に末梢
ルートを確保し、CVを抜去した。その当日、
21時過ぎより血圧が70台に低下したため、
末梢ルートからノルアドレナリンを１ml／時
間で開始し、順次増量した。翌朝点滴漏れ
を発見し、左足背にルートを取り直した。
翌々日に点滴漏れ部が白色に色調変化し
ているのに気づき、皮膚科に診察を依頼し
た。その後、デブリードマンを繰り返したが、
皮膚潰瘍・壊死部に一部腱露出を認め、当
該科、皮膚科、整形外科と連携し、壊死組
織、腱、筋膜を主にデブリードマン実施。腱
切除により歩行障害は残るが、今後は肉芽
の状態を待って植皮の方向で経過観察中
である。

ノルアドレナリン注射薬の添付文書に
「点滴静注で大量の注射液が血管外
に漏出した場合、局所の虚血性壊死
が現れることがあるので注意する」とあ
る。使用する薬品の作用や注意事項を
確認し、ノルアドレナリンのように血管
外漏出で虚血性壊死を起こす危険性
のある薬品においては、確実な投薬
ルートの選択、点滴部位の観察と点滴
漏れが生じた際の迅速な処置対応が
必要である。
9時40分の右下腿の点滴漏れ発見以
後も、皮膚状態は看護師が継続的に
観察していた。10時30分に全身清拭を
行った看護師が、右足関節周囲が白
色に変色しているのを発見。15時に医
師に報告し、その後、皮膚科診察と
なった。
点滴漏れ発見後から皮膚科の処置ま
でに30時間が経過しており、患者の全
身状態の悪化に加え、初期対応も遅
れたと考えられる。

・血管外漏出に注意が必
要な薬剤は、基本はCV
ルートからの投与とし、末
梢ルートから投与せざるを
えない場合は、点滴刺入
部の確認を確実に行い、
異常時はすぐに対処する
・ノルアドレナリン等の血管
収縮剤を末梢ルートから
投与せざるを得ない状況
であった場合、可及的速や
かにCV等確実なルートを
確保し、投与ルートを変更
する
・抗がん剤以外でも血管外
漏出に注意すべき薬剤と、
症状、初期対応について、
薬剤部、皮膚科医師の協
力を得ながら院内取り決
めを作成し、職員へ周知す
る

右下腿に点滴漏れを
認めたとのことである
が､手技を含めた原因
等の詳細が不明であ
り､検討は困難であ
る。

16

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

エンドキ
サン

塩野義
その他の
与薬に関
する内容

【抗がん剤血管外漏出】外来処置センター
にてエンドキサンパルス療法施行。エンドキ
サン投与中患者よりNsコールあり、訪室。イ
ンサイト刺入部違和感訴えあり確認すると
明らかな発赤・腫脹あり。点滴オフし、ルー
ト内吸引しながら抜針した。点滴残量50ml。
逆血、疼痛なし。クーリング施行し主治医報
告した。主治医にて、サクシゾン200mg+1％
キシロカインポリアンプ2mlを漏出部に局注
し、皮膚科紹介受診となる。点滴開始時は
逆血、自然滴下良好にて開始している。エ
ンドキサン接続15分後訪室。その際はポン
プ作動状況、点滴滴下及び患者主訴の確
認は行ったが、刺入部までは確認できてい
なかった。

エンドキサン施行中、ポンプの作動状
況及び患者の気分不良の有無のみの
確認にとどまり、刺入部の確認を怠っ
ていた。

抗がん剤に限らず、点滴
施行中の観察では、刺入
部まで指差し声出しで確認
する。スタッフ全員で化学
療法中の看護について振
り返りを行い、勉強会をす
ることとした。

血管外漏出を認めた
とのことであるが､手
技を含めた原因等の
詳細が不明であり､検
討は困難である。



副作用や情報不足等のため製造販売業者によるモノの対策が困難と考えられた事例（医療事故）

8 / 11

No
事故の
程度

販売名
製造販売
業者名

事故の内
容

事故の内容 事故の背景要因の概要 改善策 調査結果

17

障害残
存の可
能性な
し

アービ
タックス
注射液１
００ｍｇ

メルクセ
ローノ

その他の
与薬に関
する内容

患者の病室でアービタックスを開始、開始
後２～３分間、看護師が観察をして退室し
た。開始10分後に医師、看護師が訪室時、
意識消失している患者を発見した。直ちに
緊急コールで応援を要請し、モニター装着、
サクシゾン、アドレナリン投与、気管内挿管
の上、集中治療室へ搬入した。アービタック
スによるアナフィラキシーショックと判断し、
以後、アービタックスの使用は中止となっ
た。

アービタックスによるアナフィラキシー
ショックを予測して対応していた。しか
し、モニターは装着していなかった。ま
た、投与開始後２～３分でベッドサイド
を離れたため、異常出現時の対応が
遅れた。

腫瘍センター内キャンサー
ボード、看護部内の担当
部会で事例を共有し、アー
ビタックス使用時にはベッ
ドサイドモニターを使用す
ること、開始後5分間は
ベッドサイドで観察を行うこ
と、使用経験の少ない病
棟で化学療法を行う際は
事前の勉強会を行うことを
申し合わせた。

アービタックスによる
アナフィラキシーショッ
クと考えられ、モノの
観点からの検討は困
難である。

18 不明
ヒルナミ
ン錠
(5mg)

不明
その他の
与薬に関
する内容

任意入院した患者が、入院初日に主治医
の許可をうけ、タバコを購入する目的で１３
時～１３時半近くのコンビニへ徒歩で外出
する。１３時半外出から帰院後、自室へ戻
る。１４時５０分にスタッフが訪室した際、本
人より外出からの帰室後１４時頃までの間
に自宅より持参していた薬を過量内服した
と事後報告を受ける。ゴミ箱を確認すると、
ヒルナミン５mg２５錠分の空シート、一包化
された眠前薬９包（いつ処方されたものか
は不明）の空袋が発見される。

前回入院時に、過量服薬歴があった
が、入院時に自己申告にて危険物（ハ
サミ２本、カミソリ４本、爪切り１個）を預
かったのみで、荷物チェック・ボディ
チェックの施行を怠った。任意入院で
あり、入院時に主治医と患者の間で自
傷行為はしないと約束がされており、
過量服薬等の自傷行為に関する行動
の予測がつかず、内服薬をすぐに看護
師管理にしなかった。

任意入院であっても過量
服薬等による自傷行為歴
がある患者に対しては、入
院時に必ず荷物チェック・
ボディチェックを施行し、内
服薬を看護師管理とする。

自傷行為歴をもつ患
者が自ら過量服薬をし
た事例であり、モノの
観点からの検討は困
難である。

19

障害残
存の可
能性な
し

ビーフ
リード

大塚製薬
その他の
与薬に関
する内容

入院し、左前腕からサーフローが入ってお
りビーフリード60ｍｌ/ｈで投与中。患者の体
動等で輸液漏れし左前腕全体の腫脹及び
手首から先のチアノーゼ様うっ血を確認。
主治医へ報告後、反対側へ点滴を移しソル
デムへ変更した。皮膚科コンサルトし直ちに
デキサート局注しステロイド軟膏使用にて
翌日、改善がみられた。家族へは主治医、
皮膚科部長から説明している。

障害者にて皮膚は脆弱傾向であった。
訴えることが出来ない事を含めた観察
の強化が必要であった。輸液ポンプの
閉塞アラームもならず皮下へ滴下され
ており発見が遅れた。

・医師全体へ事例の周知
と長期間使用に関する検
討を求めた。高濃度のた
め末消からの輸液はいか
がなものか、と考えたが薬
剤使用書には末消静脈か
らの使用がうたわれてい
た。製薬会社に確認したと
ころ他施設でも時々発生し
ているとのことで、さらに院
内での検討を行っていると
ころである。

左前腕に血管外漏出
を認めたとのことであ
るが､手技を含めた原
因等の詳細が不明で
あり､検討は困難であ
る。
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20

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

不明 不明
その他の
与薬に関
する内容

左前腕の橈側皮静脈より２２Ｇのサーフ
ロー針が留置されており、１１時１０分、ブド
ウ糖注５％５００ｍｌ＋ラステット注１００ｍｇ５
ｍｌ１２０ｍｇの側管点滴を開始した。１１時２
０分に点滴速度と刺入部の状態を確認し
た。（確認時、患者は仰臥位で腕を真っ直ぐ
に伸ばした状態であった。）この時、刺入部
に異常はみられなかった。１２時１５分に訪
室した際、患者はトイレで排泄中であった。
他の看護師が１２時２５分に訪室した際、刺
入部が約３ｃｍほど腫脹しており、血管外漏
出を発見した。その後、主治医に連絡し、診
察後、漏出部の薬液をシリンジで回収し、
皮膚科医師の診察後、留置針を抜針した。
血管外漏出対応マニュアルに沿って対応
し、皮膚科医師の指示により漏出部に温罨
法を施行した。主治医より患者、家族に事
象について説明した。

１ヶ月前に初回の化学療法があり、今
回が２クール目の化学療法であった。
抗癌剤投与中に患者がトイレで排泄し
た。

患者は高齢であり、また、
２回目の化学療法であった
が、点滴中の注意事項に
ついて説明していなかった
ため、患者の理解度に応
じた説明を点滴開始前に
行う。患者の行動パターン
や状況に応じて、観察頻
度を考慮する。

左前腕に血管外漏出
を認めたとのことであ
るが､手技を含めた原
因等の詳細が不明で
あり､検討は困難であ
る。

21 死亡
ジゴキシ
ンＫＹ錠
０．２５

京都
その他の
処方に関
する内容

事故の２～３日前頃より嘔気・嘔吐および
せん妄様の症状が出ていたが、ジギタリス
血中濃度の上昇による症状とアセスメントし
ていなかった。
看護師訪室時に心室細動・心肺停止の状
態となり、心肺蘇生・人工心肺・IABPなどの
処置を行なったが死亡した。
ジギタリス血中濃度の上昇が心室細動・心
肺停止の原因と考えられる。

今回の入院は右膝痛により入院したも
ので右膝の症状以外の全身症状がな
く、持参薬などの前医で治療継続して
いる疾患に対して注意が向かなかっ
た。
患者は、入院前は慢性腎不全で当院
通院中だったが、糖尿病・高血圧・脳
梗塞後遺症などあり、ジゴキシンを含
め多数の内服薬を服用していた。
長期間継続服用している薬剤のため、
入院中も継続して処方しており、ジゴキ
シン血中濃度上昇の可能性に注意し
ていなかった。
患者の入院前の内服コンプライアンス
がよくなかったことも血中濃度上昇の
一因と考えられたが、このことを職種
間で情報共有できていなかった。

入院時に持参薬鑑別をす
る際に、ジギタリスのような
血中濃度・検査値などで内
服量・間隔の調節が必要
な要注意薬剤について
は、掲示板およびカルテに
明示し、職種間で情報共
有を行なう。
該当薬剤の注意すべき中
毒症状について、医師・薬
剤師・看護師など複数の
職種で共有することで、中
毒症状の早期発見に努め
る。

ジゴキシンの血中濃
度上昇による心室細
動等とも考えられる
が、血中濃度の値や
服用状況等も不明で
あり、検討は困難であ
る。
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22
障害な
し

ガベキ
サートメ
シル塩酸

沢井製薬 点滴漏れ

左前腕からサーフロー22Ｇにてガベキサー
ト点滴（末消静脈ルートのメインはビーフ
リード500ｍL、その側管からガベキサートメ
シル酸塩注射用100ｍｇ6Ｖ＋５％ブドウ糖
液500ｍLの指示）実施しており夕方刺入部
観察のため訪室すると発赤が軽度あるよう
に見えたが患者本人は自覚症状がなかっ
た。日勤看護師に相談し念のため医師へ
の報告をしておくこととなったが、医師は手
術中のため電話がつながらず患者の自覚
症状もなかったことから経過観察とした。
19:50やはり刺入部の発赤あり血液の逆流
も確認できなかったため点滴を一旦中止し
当直医師へ報告。当直医が診察中であっ
たため後で診察する事となった。点滴抜針
し冷却開始。20:15当直医師が来棟し診察。
発赤は軽減傾向にあったが医師にて１％キ
シロカイン３ｍＬ＋デキサート１ｍＬ＋生食２
ｍＬ＝６ｍＬ中５ｍＬを発赤部へ皮下注射し
デルモベート軟膏塗布後ガーゼ保護を行い
冷却を続行した。

外科医師が手術中で電話に出られな
かった。外科患者が心外・循環器病棟
に入院しており外科医師への対応に不
慣れであった（外科看護師は手術室看
護師へ伝言を依頼していたが、心外医
師が手術中の場合は電話に出られな
い事が多いため同様と判断した）。患
者の自覚症状の有無に委ねてしまい
観察点を軽視する結果となった。

心外・外科問わず患者の
重要な問題については手
術室看護師を経由して医
師へ報告することを義務付
ける。抗がん剤レベルの薬
剤使用時の血管外漏出時
には患者の自覚症状に関
わらず異常が発生した時
点で医師への報告を徹底
する。

左前腕に血管外漏出
を認めたとのことであ
るが､手技を含めた原
因等の詳細が不明で
あり､検討は困難であ
る。
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№ 事例 調査結果

1

【内容】
患者は血液型適合生体腎移植術を受けた。免疫学的ハイリスク症例〔ＦＣＸＭ（ フローサイトメトリークロスマッチ検査）Ｔ（＋）, Ｂ（＋）〕であり、
減感作療法として術前血漿交換およびリツキサン２００ｍｇ投与を行っている。免疫抑制剤は手術2 週間前から開始した。グラセプター、セルセ
プト、メドロール、シムレクトで導入した。術前は、ＨＢｓ抗原（－）、抗ＨＢｃ抗体（＋）、ＨＢＶ - ＤＮＡ（－）であった。移植後の経過は良好で、退院
とした。術後はグラセプター、セルセプト、メドロール３剤で維持免疫抑制療法を行った。
４ヵ月後まで1 週間毎に外来受診して頂き、毎回採血検査を行い腎機能および全身状態の評価を行った。外来での経過は良好で、５ヵ月後よ
り２週間毎の外来受診とした。８ヵ月後、当科定期受診日の検査でＡＳＴ ７９、ＡＬＴ １０４と上昇を認めたため、追加検査を行ったところＨＢｓ抗
原陽性、抗ＨＢｃ抗体陽性であり、移植後Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化と診断し、即日入院加療を開始した。

【背景・要因】
・免疫抑制剤内服に伴うＢ型肝炎の再活性化症例である。
・肝臓の専門領域においては、２０１１年９月２６日に“免疫抑制・化学療法により発症するＢ型肝炎対策ガイドライン（改訂版）” が出されている
ものの、他の領域においては周知が十分に行われていない状況である。
・また、リツキサンを使用しないこともまたリスクが高いと考えるため、リツキサン使用の是非を問うことは困難である。

リツキサンによる副作用症状と
考えられ、モノの観点からの検
討は困難である。

2

【内容】
悪性リンパ腫の患者。ＨＢｓ抗体陽性/ 抗原陰性のＢ型肝炎の既感染パターンで、Ｂ型肝炎ウイルス量は陰性であったが、Ｒ - ＣＨＯＰ療法後
にＢ型肝炎ウイルス再活性化が確認された。

【背景・要因】
・化学療法の施行に伴い免疫が抑制されたことによってB 型肝炎ウイルスの再活性化が起こったと考えられる。

リツキサンによる副作用症状と
考えられ、モノの観点からの検
討は困難である。
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