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1
障害な

し
フェンタ

ニル
第一三共

その他の
与薬に関
する内容

手術終了時、退室前に患者が泣いて暴れ
ていたためフェンタニル40μg投与して、リカ
バリーに移動した。リカバリー室にて呼吸停
止、酸素飽和度低下あり再挿管した。再挿
管後自発呼吸再開あり抜管。抜管後のバイ
タルサインは異常が見られなかった。

1例目の小児が覚醒時に泣いて暴れて
いたため、2例目の本症例ではなるべく
暴れないように覚醒させたかった。

今回は鎮静目的にて使用
した、呼吸抑制を生じるこ
とは理解していたが、抜管
後の患者への安全量を上
司に確認していく。

フェンタニルの呼吸抑
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｡

2

障害残
存の可
能性が
ある

（高い）

不明 不明
その他の
与薬に関
する内容

(点滴漏れ)敗血症ショックにて入室後、麻酔
科Drより塩化カルシウム20ml×2Aの投与
指示あり。CVルートがあったが、カテコラミ
ン投与とメイロン投与にてルートがなく、末
梢ロックルートから投与開始した。漏れがな
いよう適宜観察しながら投与していたが、
10ml程度投与した際に発赤見られ投与中
止し、他の末梢ロックルートより再度投与開
始した。数時間後主治医来棟し、報告。冷
罨法の指示をもらい、2日後に皮膚科受診
となる。

末梢漏れに関して、皮膚が壊死になる
事について報告の手順ができていな
かった。皮膚が壊死するという考えは
あったが、主治医のみの報告になって
しまい、医療安全への介入ができてい
なかった。

静脈投与にて、壊死など
が考えられる薬剤につい
ての把握。投与中に投与
部位の観察をしっかりす
る。また、血管・皮膚の壊
死する可能性が高い薬剤
についてＣＶラインがある
場合は、ＣＶラインからの
投与を考える。主治医に報
告後、医療安全への介入
がきちんとできるようにす
る。

投与部位の発赤及び
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。

3

障害残
存の可
能性が
ある

（高い）

スキサメ
トニウム
注４０[Ａ

Ｓ]
２ｍｌ４０

ｍｇ

アステラ
ス

その他の
与薬に関
する内容

６日前に胃癌で全摘出術を実施した患者。
縫合不全で再手術となり、通常通りにプロ
ポフォール・アルチバ・エスラックスで麻酔
導入をした。マスク換気がやや難しかった
ため、早めに気管挿管を行った。気管挿管
は容易だったが換気が十分にできず、酸素
化不良となり、徐脈・血圧低下・心停止と
なった。この間ステロイド・ボスミンの投与を
行いつつ強制換気を続け、心停止に対して
は心マッサージを行った。心停止後7分で換
気可能となり、同時に心拍も再開した。予定
手術を実施したが術後覚醒せず、人工呼吸
管理で帰室した。

・麻酔導入時の換気不全については、
急激な発症だったこと、気管挿管は確
実に行われていたこと（片肺挿管を疑
い再挿管してみたが結果は同じだっ
た）、声帯は開いていたことから、何ら
かの原因で気管支攣縮が発生したと
考えられる。
・気管支攣縮の原因としてエスラックス
によるアナフィラキシー反応が最も考
えられる。
・心停止については、縫合不全による
再手術で潜在的な敗血症の状態であ
ること、患者自体の合併症として肥大
型心筋症、不整脈を有することが、低
酸素状態に対しての許容範囲が少な
かったためと考えられる。

一般にアナフィラキシー反
応は突如発症し、既往が
ない場合は予測不能であ
る。しかし一旦発症すると
急激に症状は増悪し死に
至るため、迅速な診断と治
療が求められる。今回の
事例から常にこのようなリ
スクが存在することを念頭
において、迅速に対応でき
るようにしていく。

エスラックス等による
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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4

障害残
存の可
能性な

し

ビーフー
リード輸

液

株式会社
大塚製薬

工場

その他の
与薬に関
する内容

準夜の看護師が点滴部位の最終確認を２
３時に行った。その時は異常見られず、深
夜の看護師に申し送った。
深夜の看護師は申し受け後、１時の巡視
時、点滴部位の観察を行わなかった。３時
の巡視時、点滴刺入部を観察すると血管外
漏出があり、点滴刺入部の右足背部から下
腿にかけて腫脹していた。

・点滴は輸液ポンプに頼って実施する
事が多かった。
・輸液ポンプ使用時のリスクをあまり考
えずに使用していた。
・輸液ポンプのアラームが鳴らなかっ
たので、滴下良好だと思った。
・患者は自力で身体を動かせないので
点滴が漏れてしまうと思わず、観察を
後回しにした。
・観察を後回しにした結果、発見が遅
れた。
・血管外漏出では輸液ポンプのアラー
ムが鳴らないということが周知されてい
なかった。

・安易に輸液ポンプを使用
しない。
・輸液ポンプの使用にあ
たっては当院の使用基準
に沿って行う。
（輸液ポンプの使用基準に
ついて）
　１）精密持続点滴注射（３
０ｍ/１時間以下）の場合
　２）急速投与禁止薬剤、
危険薬等輸液速度に注意
を要する薬剤で医師が時
間量を指定した場合
　３）ＣＶカテーテルを挿入
している場合
・輸液ポンプを使用する場
合は観察を十分に行い安
全管理に努める。
・次のシフトへの申し送りと
受ける方は患者の所に行
き、患者の状態、点滴刺入
部、輸液ポンプの作動状
況、流量などを２名で確認
する。

右足背部～下腿にか
けて腫脹及び点滴漏
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。

5 死亡
ミタゾラ

ム
サンド株
式会社

過剰投与

全身倦怠感が出現し、高熱、気分不快、水
様下痢が出現したが自宅で様子を見てい
た。その後、ふらつきが出現し、翌日昼食
時反応が鈍くなり、当院に救急搬送された。
来院時には意識状態は改善していたが、意
識レベル１～３、血圧１２１/６８，脈拍９５，
体温３７．７度、２リットル酸素マスク下で酸
素飽和度１００％、白血球５９８０、赤血球３
６０万、 ヘマトクリット２２．２、 ヘモグロビン
６．２ｇ／ｄｌ、ＣＲＰ２８であった。MRIで両側
散在性に脳梗塞を認めた。
(以下次ページ)

１．高度（Hb6.2g/dl）の貧血があり、再
度悪化すれば意識障害を起こすことが
考えられ、バイタルサインも安定してい
ることから緊急内視鏡の適応があると
判断した
２．ミタゾラムは0.3アンプルと少ない投
与量とした
(以下次ページ)

１．貧血時のミタゾラム使
用を慎重に行う
２．緊急時の備えて対応の
できる環境下で実施する

ミダゾラムの呼吸抑制
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｡
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経胸壁心エコー検査では感染性心内膜炎
を疑わせる所見なし。腰椎穿刺では髄膜炎
を疑わせる所見なし。セイラムサンプチュー
ブが挿入され血性の排液があり。消化器当
直から食道胃腸内科オンコール医師に連
絡をした。慢性貧血に急性出血が重なった
可能性が高く、貧血が増悪すれば再び意識
障害を起こすリスクが高い。バイタルサイン
は安定しており内視鏡の適応と判断し、緊
急上部消化管内視鏡検査を行った。８％キ
シロカインスプレーを口腔内に２プッシュし、
体位を左側臥位とした。

6

障害残
存の可
能性が
ある

（低い）

メイロン 大塚製薬
その他の
与薬に関
する内容

大血管転位症に対する修復術の術中に使
用した、末梢ラインが漏れていたのを発見
した。ハーフメイロンを点滴していたライン
で、直ちに投与を中止しライン抜去した。そ
の後ステロイドを皮下注し保温を開始した
が潰瘍を形成した。定期的に皮膚科の診
察、ＷＯＣチームにコンサルし適宜必要な
処置を実施していた。児の成長発育を考慮
し、術後５０日目に植皮術を施行した。

新生児の末梢静脈ラインは微量注入
を行うため、輸液ポンプを用いている。
新生児の場合、点滴漏れを起こして皮
下に広がるためアラームが鳴らないこ
とがある。そのため発見が遅れること
が背景にある。

点滴漏れに関して、輸血
やアルカリ性、酸性の強い
薬液投与により重篤なや
けどの可能性もある。適宜
ライン刺入部の確認を行う
こと、若しくは自然滴下を
確認することとした。

投与部位の点滴漏れ
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。

5 死亡

３．キシロカインのアレルギーの既往はなかった
４．血圧・心拍が認められる中で急激に酸素飽和度が低下した
５．内視鏡検査後酸素飽和度低下,無呼吸に対し直ちに酸素化,気
管挿管,薬剤投与など適切に対応している
６．救急科医師への応援要請も行えている
７．事前状況・情報から病状の変化は予測できなかった
８．内視鏡検査は事前に説明し、同意書も得られていた
９．事故調査委員会で過誤なしと判断された
10．病理解剖の説明を行ったが同意が得られず、死亡原因につい
ては不詳である

酸素飽和度８８％と低下したために酸素を２リットルから５リットルに増量した。ミタゾラムを３．３ミリグラム（０．３
アンプル）静注して内視鏡検査を開始した。胃内にわずかな出血と凝血塊の付着を認めたが極度の貧血の原
因となる器質的疾患は認めなかった。終了間際に徐脈傾向となり酸素飽和度が急激に低下した。抜去時血圧１
２８/５５、脈拍５４、酸素飽和度測定不可、無呼吸となり、バックバルブマスク換気を開始した。心電図も無脈性
電気活動となったため、心マッサージや硫酸アトロピン、アネキセート、アドレナリンの与薬、輸血のポンピングを
行った。気管挿管し、救急医にも応援依頼して蘇生を行った。一時的に心拍の再開が見られたが再び無脈性電
気活動を繰り返し、死亡を確認した。

過剰投与
サンド株
式会社

ミタゾラ
ム
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7

障害残
存の可
能性な

し

マグコ
ロールP

堀井薬品
工業

その他の
与薬に関
する内容

便秘を主訴とし精査目的で独歩での入院。
腎機能の低下あり生食500mlを20ml/hで開
始。食事は全量摂取。入院時の
CRE1.15mg/dlであった。胃カメラのため禁
食。ソルアセトD500mlを2本、ソルデム３
A500ml1本を点滴した。胃カメラでは慢性胃
炎。CTでは膵のう胞疑いあり。便の貯留が
著明であった。検査終了後は飲水のみ可
で、就寝前にピコスルファトNaを10ml内服し
た。9時にマグコロールP1800ml内服開始、
10時30分に内服終了。反応便なし。11時に
看護師が病室に行くとポータブルトイレで排
泄中。11時30分に訪室するとポータブルト
イレわきに座り込んでいた。ベッドに寝か
せ、血圧88/62、下腹部痛あり、反応便も無
く、検査を中止と患者に告げる。家族には
電話で話すが、娘は検査目的で入院したの
で、できる限りのことはやってほしいと主治
医に訴えた。14時55分、担当看護師が訪室
するとろれつ回らず、血圧60台。間もなく意
識レベルJCS-300へ低下、挿管、人工呼吸
器装着。その後全身CT実施も脳出血無し、
腸穿孔無し、肺梗塞な無し。血液検査で
Mg15、下剤の副作用で高マグネシウム血
症が原因であることがわかり、透析の必要
性も考えられ、高次医療機関に転院とな
る。

薬剤師が服薬指導で下剤のことを説
明しているが、看護師は患者にどのよ
うな指導を受けたかを確認していな
い。マグコロールP内服時、気分が不
快・吐き気時など看護師にすぐ連絡す
るようにと説明していない。血圧が
88/62の段階で医師には報告してお
り、意識レベル低下からの処置は早
かった。医師も疑ったのは腸穿孔や脳
出血、肺梗塞で、高マグネシウム血症
まで原因が判明するまで、若干の時間
を要してしまった。

１．高齢者の下部内視鏡
検査は今まで通り入院して
実施する。２．前処置とし
てマグコロールP内服時、
気分不快・腹痛・吐き気な
ど出現時はすぐに生化
学、Mg検査をすることを周
知する（院内幹部会議）

マグコロールPの高マ
グネシウム血症とも考
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。

8

障害残
存の可
能性な

し

キシロカ
インスプ

レー

アストラ
ゼネカ

その他の
与薬に関
する内容

キシロカインスプレー８０ミリグラム使用。内
視鏡を挿入して食道部で脈拍１８０となっ
た。上部内視鏡検査を中止した。点滴実施
して救急外来に患者を搬送した。ポララミ
ン、サクシゾン滴下して症状改善した。

カルテに禁忌の記載なかった。 患者カルテにキシロカイン
スプレーを禁忌と記載し
た。内視鏡検査時は潤滑
剤のみ使用するとした。

キシロカインスプレー
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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9

障害残
存の可
能性が
ある
（高い）

イオプロ
ミド ノボ
ヘパリン
ペンタジ
ン 局麻
用キシロ
カイン

富士フィ
ルム 持
田製薬
第一三共
アストラ
ゼネカ

その他の
与薬に関
する内容

手術開始（9：00入室）から経過は順調で
あったが、終了間際の11：17に患者が鼻づ
まりを訴えた。訴えから、しばらく時間経過
した後に、呼吸苦を訴え、血中酸素飽和度
並びに心拍数が低下と意識消失をきたし、
その後、心停止に至ったため、同室内で緊
急蘇生を開始した。11：22、3人の医師が交
替で気管内挿管を試みたが、挿管困難症
で声帯の浮腫が強く喉頭展開が出来なかっ
たため、麻酔医に連絡し気道確保を依頼し
た。11：37、挿管をあきらめ、ミニトラックで
の気道確保を試みたが、頸部の浮腫が強く
穿刺針が気道に届かなかったため、11：
50、皮膚切開し筋鈎で正中を分けてミニト
ラックを挿入した。
12：05、PCPSを挿入し補助循環を開始し
た。ミニトラックから気管チューブに入れ替
えをしICUに入室、入室後、カテコラミンの投
与を行い、循環動態が安定しPCPSを抜去
した。
現在の患者状態は、低酸素脳症に至り、呼
吸がやや失調様でありCPAPモードでの呼
吸管理を行っている。

・鼻づまりを訴えた時点では、バイタル
サインに変化はなく、患者も苦しんでい
なかった。また、重篤感は認識できず、
アナフィラキシーショックの判断は出来
なかった。
・血管内撮影および血管内治療を数多
く経験しているが、同様の症状は初め
てであった。
・患者が挿管困難状態であったため、
喉頭展開が出来なかった。
・麻酔科にて声帯周辺を精査し、その
結果、巨大嚢胞があり、気道狭窄の原
因となっていたことが判った。

・挿管困難患者に対し、気
道確保を2回試みても挿管
出来ない場合は、気管切
開に移行する等の院内
ルール作成について検討
する。
・アナフィラキシーが起こっ
た際は、早期に気道確保
を行う。

イオプロミド等による
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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10

障害残
存の可
能性な
し

パクリタ
キセル
100mg・
30mg

ブリスト
ル・マイ
ヤーズ株
式会社

その他の
与薬に関
する内容

前投薬にアレギサールを投与したうえで、
11:08パクリタキセル投与開始。心電図、
SpO2モニター装着の上、５分おきの血圧計
測を開始した。11:23頃突然、胸部の違和感
を訴え顔面紅潮、前胸部紅潮を認めたた
め、パクリタキセル投与を中止、シリンジで
逆血させた。バイタルサインは心拍数
45bpm、収縮期血圧130mmHg、SpO2 98％
であり意識レベルはJCS-0。ただちに右手
背より20Gdeルート確保し、生食全開投与
開始。その後、意識消失したためバックバ
ルブマスクで換気しつつ11:26ハリーコー
ル。11:30ハリーコールチーム到着、アナフィ
ラキシーショックと判断し、ボスミン 0.3mg筋
注した。胸骨圧迫、気管挿管、ハイドロコー
トン、アドレナリン 合計2A iv。11:42自己心
拍再開となり、カコージン開始、12:00ICU入
室。人工呼吸器管理(SIMV＋PSモード)行
い、FiO2:0.5にてSpO2:100％、入室後徐々
に意識レベル改善あり。呼吸状態改善し翌
日には抜管、意識レベルに異常なし。その
後、ICUから病棟に転棟し、運動障害、感覚
障害、臓器障害等、認めなかった。

パクリタキセルによるアナフィラキシー
ショック

術後追加治療を放射線治
療に切り替える。

パクリタキセルによる
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。

11

障害残
存の可
能性な
し

パクリタ
キセル注
射液３０
ｍｇ

日本化薬
その他の
与薬に関
する内容

１３時３０分からパクリタキセル（壊死性抗
がん剤）を投与していた。１６時点滴残量・
切り替え時間の確認・点滴刺入部の腫脹の
有無を確認し異常は認めなかったた。１６時
３０分、輸液ポンプの閉塞アラームが鳴り、
訪室すると左前腕の腫脹（約10ｃｍ×10ｃ
ｍ）を認め、皮下に漏れているところを発見
した。すぐにデカドロン局注を行い、皮膚科
対診し一部穿刺、排液を行った。
その後、退院となり、遅発性壊死の出現の
可能性も考え皮膚の異常を認めた場合は
近医に受診するよう説明し紹介状を渡し
た。

３回トイレ歩行しており、体動により点
滴刺入部がずれた可能性がある。

１）高齢であり点滴漏れを
認識することは困難であ
り、５分ごとに観察を行う。
２）壊死性抗がん剤を投与
している場合は、排泄時は
付き添う。

左前腕に腫脹及び点
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。
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12 死亡

イオパミ
ロン注
300シリ
ンジ

バイエル
薬品株式
会社

その他の
与薬に関
する内容

1.大腸癌疑いで精査中の消化器外来の患
者に大腸ファイバーを実施する。大腸ファイ
バーが大腸の狭窄か閉塞の為か途中から
挿入できず。診断のため腹部造影CTを15
時から予定する。造影CTの説明を医師が
行い同意書をとる。
2．検査前に検査技師は朝食摂取と来院ま
でに水分摂取をしていたことを確認し、
200mlの水分を摂取をしてもらう。
3．15:00看護師が右前腕に22Gの留置針と
生食20mlでルート確保を行う。イオパミロン
300（100ml）の造影剤を自動注入器にセット
し注入を開始する。
4．15:05造影剤のイオパミロン300を30cｃ注
入時点での声かけに、「どうもない」と普通
に返答あり。撮影中は操作室から患者の様
子を観ていた。
5．15:07造影剤100ｃｃ注入終了、１回目の
撮影後観察のため側に行き声かけをする。
返答はあるが朦朧とし泡沫状の唾液を吐き
出していた。直ぐに放射線科医師Aが診察
をする。患者は「今までにもしたのに、今日
は気分が悪い」といい、眼球上方固定した。
血圧測定不能、SPO2測定不能、下顎呼
吸、チアノーゼを来たした。

心疾患の既往は無く、検査データ、心
エコーにおいても心疾患を疑うものは
無かった。死亡後ＣＴでは、明らかな死
因となるものはなかった。造影剤によ
るアナフィラキシーショックが最大の要
因と考える。

1.造影剤使用時はこれま
で同様に造影剤の副作用
の説明と同意得る。
2.検査まで水分摂取が可
能であること、患者が飲水
可能状態な時は必ず水分
摂取を促す。
3.造影剤を取り扱う場合
は、救急カートの準備を行
う。
4.造影剤を取り扱う場合
は、医師は直ぐに対応でき
る場所に待機する。

イオパミロンによるア
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。

13

障害残
存の可
能性な
し

サリンヘ
ス輸液
６％

フレゼニ
ウスＫ

その他の
与薬に関
する内容

全身麻酔導入前に、モニター装着後酸素飽
和度低下音に気づく。患者に呼びかけるが
反応なし。直ちにマスク換気施行し、酸素飽
和度の上昇を認めた。と同時に体幹部に発
疹発赤出現。サリンヘスによるアナフィラキ
シーを疑い（その時点で投与していたもの
がサリンヘスだけであった）、アナフィラキ
シーの治療に当たる。挿管前に意識状態を
確認、その後吸入麻酔薬と筋弛緩薬を投
与し挿管した。その後頭部、胸部ＣＴ施行し
特に異常がないことを確認。

体幹部発疹の出現より、何らかの原因
によるアナフィラキシー様反応が考え
られる。発生の状況からサリンヘス輸
液がその原因であると考えられる。

アナフィラキシーによる患
者急変時の対応に関して
は、院内でフローチャート
を作成掲示するなど取り組
んでおり、今回の事例も早
期発見、迅速対応で、重篤
化や後遺症を避けることが
出来た。今後も、シミュレー
ショントレーニング実施を
含めて、病院全体で取り組
むことが望まれる。

サリンヘスによるアナ
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。
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14

障害残
存の可
能性が
ある
（高い）

ミタゾラ
ム10mg
オピスタ
ン35mg

サンド 田
辺三菱製
薬

過剰投与

前回検査時の投与量を参考にミタゾラム
3.0mgを静注し検査を開始した。食道内に内
視鏡を挿入した時から不穏状態となり，
徐々に体動が激しくなった。指示動作が不
能で検査困難となったため抑制したが，更
に体動が激しくなったためミタゾラム2.0mgを
追加した。しかし鎮静が得られず更に体動
が激しくなったため，一旦内視鏡を抜去し
た。ミタゾラム単剤のみでは鎮静困難と判
断し，オピスタン35mgを追加投与し検査を
再開した。その後は鎮静が得られスムーズ
な内視鏡検査が可能となった。検査中に収
縮期血圧が70台まで低下したが，鎮静剤の
効果によるものと判断し検査を継続した。検
査終盤に手指によるSpO2が測定できなくな
り顔面にチアノーゼが出現したため，直ち
に検査を終了し内視鏡を抜去した。自発呼
吸がないことを確認したため，永久気管孔
より酸素投与を行い拮抗薬を静注した。そ
の応援を要請してアンビューバックにて換
気を行ったところ循環呼吸は改善したが呼
名に対し反応は見られなかった。

患者は以前の手術で右頸動脈が結紮
されており心房細動を認めたほか，睡
眠時の気道閉塞の可能性などハイリ
スク患者であった。
一定量の鎮静剤使用で検査が安全に
施行できなかったため，鎮静剤の追加
投与した後に強い呼吸抑制が生じた。
投与量は日常的に使用している量で
あったため，強い呼吸抑制があるとい
うことに対して予測が不十分だった。

SpO2のアラーム設定を90
から94に引き上げた。また
心疾患，不整脈，心筋梗
塞既往，長時間での検査，
ESD施行時は心電図モニ
ターを使用することとし，変
化が経時的に記録できる
呼吸循環動態モニターに
変更することも予定してい
る。
今後，鎮静剤の効果が得
られない場合の手順マ
ニュアルを作成をする。検
査の適応条件を見直しハ
イリスク患者の情報共有を
行う。呼吸停止した場合の
対応講習会を計画する。

ミダゾラム等の呼吸抑
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｡

15

障害な
し

パクリタ
キセル
カルボプ
ラチン

不明 点滴漏れ 左上肢前腕にイントロカンセーフティー22
ゲージで血管を確保し、12時20分、開始前
に逆血の確認をしてパクリタキセルとカルボ
プラチンの化学療法を施行した。化学療法
中、点滴刺入部に発赤・腫脹の出現はな
かった。15時43分化学療法が終了したので
1時間200mlの速度で生理食塩液を2分間
滴下し15時45分に抜針した。この時刺入部
付近が腫脹しているのに気づき医師に報告
した。診察の結果、予防的にハイドロコート
ン120ミリグラムと生理食塩液2mlを局注し、
冷罨法を行った。

１．当日、末梢血管を確保した。
２．化学療法開始時に逆血の確認を
行った。
３．15時35分に確認した時に患者から
刺入部痛の訴えはなく、発赤や腫脹も
なかったので化学療法が終わってすぐ
に生理食塩液を接続する前に刺入部
の観察を行っていなかった。
４．発生後はマニュアルに従って対応
されていた。

生理食塩液を接続する前
に刺入部の観察を行って
いなかったことから、1つの
行動の前には必ず点滴刺
入部の状態の観察を行う。

左上肢に腫脹を認め
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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