
情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

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
障害な
し

セファゾ
リンNa点
滴静注用
バッグ
オーツカ

大塚

その他の
与薬に関
する内
容：アナ
フィラキ
シ-ショッ
ク

経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-Bｔ）の
予定で、15時15分に全身麻酔施行し、
15時25分血圧低下、心拍数上昇あり。
アナフィラキシ-ショックと診断される。

患者情報の収集時に確認したが、
アレルギー歴がなかった。また、3
年前にTUR-Btを施行した時には、
セファメジンαを使用したが、アレ
ルギー症状の出現は認められな
かった。

アレルギー歴がなく以前、
同種の抗生剤を使用し特
に症状が出現していなかっ
たことから今回の事態は予
測できていなかった。情報
収集時にアレルギー歴に
ついては、患者・家族から
詳しく情報を提供していた
だく。

セファゾリンNaによる
副作用症状とも考えら
れるが、既往歴等の詳
細な情報が不明であ
り、モノの観点からの
検討は困難と考える。
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2
障害な
し

- -

その他の
与薬に関
する内
容：アレ
ルギー反
応

14回目の化学療法で，オキサリプラチン
は8回目の投与。前投薬でデキサメサゾ
ン9.9mg＋グラニセトロン3mg＋生食
50mlを15分，ベバシズマブ375mg＋生
食100mlを30分で投与後，オキサリプラ
チン150mg＋5％ブドウ糖250mlとレボホ
リナート360mg＋5％ブドウ糖250mlを同
時にCVポートより投与開始した。20分
後，両手のしびれを訴えたため，オキサ
リプラチンを中止，ラクテックに切り替え
バイタル観察していたところ，SpO2
97％，BP79/42まで低下したため，
mPSL250mg点滴投与と，末梢別ルート
を確保しラクテックに切り替えバイタルを
観察していたところ，SpO2 97％以下，
BP50/30まで低下するも，エピネフリン
シリンジ0.3ml筋注，クロールトリメトン
10mgおよびファモチジン20mgをラクテッ
ク内に混注，酸素吸入5L/minで開始し
たところ，SpO2 100％，BP101/53まで
回復した。咽頭絞扼感，呼吸苦，口唇腫
脹，顔面浮腫，全身の発赤の改善を認
めたため，病棟に移動，点滴ラインキー
プの上経過観察目的に1泊入院した。夜
間バイタル，症状著変なく食事摂取，歩
行も問題なく翌日午前中退院となった。

オキサリプラチンの強いアレルギー
反応と思われる。初回投与だけで
なく今くらいの時期に起こることもあ
るといわれている。この薬剤では知
られた副作用であり，アレルギーを
抑えるホルモン剤が前もって投与さ
れていたが防ぎ切れなかった。今
回は無事回復したが，再投与は困
難であり，次回からは別の抗がん
剤に変更する予定である。

このスケジュールでオキサ
リプラチンが投与される場
合，7-9回目は以前にイベ
ントがなくてもハイリスク症
例としてステロイド増量し，
H1,H2-blockerを追加し前
処置を強化したレジメン
（以前からプロトコール登
録済み）で施行するべきと
考えられた。

オキサリプラチン等に
よる副作用症状とも考
えられるが、薬歴等の
詳細な情報が不明で
あり、モノの観点から
の検討は困難と考え
る。
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3

障害残
存の可
能性な
し

注射用オ
ノアクト５
０

小野薬品

その他の
与薬に関
する内
容：時間
が近かっ
た

胆石症手術の全身麻酔導入時、心拍１
８０/分を超え、血圧60台に低下。アルチ
バは除脈になる傾向があるため、投与
していたが血圧低下となり中止した。気
管内挿管で刺激で心拍増加する恐れの
ため、βー遮断薬オノアクト５ｍｇを投与
した。心拍数に全く変化なかったため、
さらにβー遮断薬５ｍｇを追加した。
徐々に心拍低下したため気管内挿管を
施行した。挿管後も心拍が低下した。

βー遮断薬オノアクト５ｍｇの追加
投与が早すぎた。入院時は、循環
器科で、その後消化器科へと転科
し、手術目的で外科転科したこと
で、除脈頻脈であることの認識の薄
れが循環器科、外科医師にあっ
た。このことにより、麻酔への情報
提供が十分になされていなかった。

高齢患者の場合は、薬剤
の効果出現に時間がかか
ることを念頭に置き、慎重
に投与する。手術室運営
会議で、麻酔医への情報
提供について検討を行う。

オノアクトによる心拍
数の低下と考えられる
が、既往歴等の詳細
な情報が不明であり、
モノの観点からの検討
は困難と考える。
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1．抜針した時の観察についての記
録がない。
2．皮膚の状態が悪化していたが、
主治医に報告が遅れた。
3．ドパミンラインが単独で10ml/hで
あったため、点滴漏れに気が付か
なかった。
4．輸液ポンプを使用していたため、
血管外に漏出しても、強制的に滴
下されていた。
5．下腿に血管確保されていたた
め、上肢の時に比べ観察が不十分
になってしまった。
6．休日、看護師長代行への報告・
連絡・相談が行えなかった。
7．全身状態が悪く、末梢ラインが
取りづらかったが、医師に中心静脈
ラインの相談をしなかった。

1．点滴漏れを観察した内
容（大きさ、色、熱感、腫
脹）を記録に残し、マーキ
ングする。
2．わずかな皮膚の異常を
発見した場合、平日はリー
ダー、看護師長へ報告し、
休日は、看護師長代行に
報告する。
3．組織破壊、障害や皮膚
障害を起こしやすい薬剤を
把握する。
4．壊死や潰瘍形成の場合
は、皮膚科だけではなく、
形成外科にも依頼する。
5．巡視時に、点滴ラインの
逆血を確認する。

障害残
存の可
能性な

し

4

6．逆血がない場合は、抜針する。
7．下腿にラインを確保した場合は、皮膚軟部組織が少ないた
め、観察に注意が必要である。
8．末梢ラインが取りづらい場合は、医師に相談し、中心静脈ラ
インを検討する。
9．ドパミンを単独ラインで投与しないよう、医師と相談し、メイン
ルートの側管から投与するようにする。
10．院内でもDOAは単独で投与しないよう、医師、看護師に注
意喚起（医長、看護師長をとおして）を行う。薬剤科より全体に
お知らせをする。

左下腿に血管外漏出
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､検討困難と考え
る。

1．前立腺がん、パーキソニズムが既往
にある患者で、高ナトリウム血症による
意識障害、肺炎にて緊急入院した。
2．深夜勤で血圧の低下があり、昇圧剤
（ドパミン）を開始する。Bp＝60～90で経
過する。左下腿にドパミン用のラインを
サーフロー22Gで確保した。
3．2日後の深夜でドパミンラインの逆血
がなく、抜針する。右上腕に新たにライ
ンを確保する。腫脹、発赤はない。
4．深夜勤から日勤へ点滴漏れの申し送
りがあり、左下腿を観察すると10cm×
3cmの内出血がみられた。点滴内容は
わからなかったが、主治医に報告した。
主治医から経過観察の指示した。があ
り、マーキング等はせず、様子を見た。
5．準夜で、内出血が10cm×6cmに増大
していたが、経過観察の指示であったと
言われそのまま様子を見た。
6．内出血が14cm×4cmになっており、
軽度熱感、中心部が黒色に変化してい
た。
7．7:00、2.5cm×3.5cmの皮膚剥離、出
血がみられ、ガーゼ保護した。
8．同日、10:00病棟看護師長に報告す
る。
9．主治医に報告し、皮膚科受診の指示
を受ける。
10．皮膚科受診し、遅発性皮膚潰瘍ん
可能性があると診断され、軟膏処置が
開始された。
11．約40日間の軟膏処置が行われた
が、壊死部が7cm×3cmとなり、デブ
リードマンが行われる。

その他の
与薬に関
する内

容：血管
外漏出

アイロム

塩酸ドパ
ミン注

キット６０
０
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18時頃RoomAir下SpO292～94％、上体
を下げる（ベッドを平らにする）とSpO2：
84～88％と低下し舌根沈下様の呼吸と
なったためベッドを挙上し、SpO2の改善
が見られた。　21時30分　夜間不眠の
訴えが強くあったためにアタラックス
P25mg＋生理食塩水50mlを点滴与薬し
た。その後も5分～10分ごとにナース
コールがあり入眠しなかった。
22時30分　セレネース１A（5mg）＋生理
食塩水100mlを点滴与薬した。発熱
38.2℃のためにボルタレン座薬25mgを
挿入した。
RoomAir下SpO2：80～88％でベッドを挙
上しても改善が見られないために指示
に従って酸素3Lマスクで開始した。

１．不眠・不穏症状を取り除くために
セレネース使用後にミダゾラムを使
用して呼吸抑制をきたした。
２．術後に不穏状態をきたしてい
た。
３．呼吸状態について舌根沈下様
の呼吸、SpO2の低下など変化を思
わせる症状が夕方から見られてい
た。
４．指示に従って対応している。
５．与薬後の変化を想定して観察が
行われ、早期に発見できている。
６．発見後の対応も速やかに行わ
れている。

１．呼吸抑制をきたす薬剤
の与薬においては患者観
察を十分に行う。

ミダゾラムによる呼吸
抑制と考えるが、既往
歴等の詳細な情報が
不明であり、モノの観
点からの検討は困難
と考える。

5

障害残
存の可
能性な

し

ミダゾラ
ム

サンド 過剰投与

この時来棟中の主治医に報告し、効果がなければミタゾラム１A(10mg)＋生
理食塩水100ml点滴の指示を受けた。
その後も5分～10分ごとにナースコールがあり、マスクを外すなどの行動も
あった。0時00分　ミダゾラム１A(10mg)＋生理食塩水100mlを40ml/hrでゆっく
り点滴与薬した。この時酸素マスクを外していて装着してSpO2：94～95％で
あった。
0時15分、訪室すると努力呼吸様であり、酸素マスク3L下SpO2：79％まで下
降しているため酸素10Lに変更したがSpO2：80％代のために緊急呼び出しボ
タンを押し、主治医等に連絡した。0時35分気管挿管を行い、人工呼吸器を
装着した。BP80/36mmHg 。
脳卒中科医師診察し、瞳孔縮瞳し睫毛反射があるため薬剤性の呼吸抑制と
判断した。BP64/27mmHg， HR88，SpO2：97％、輸液負荷、　イノバン、へス
パンダーを開始した。吸引で多量の喀痰を吸引した。レントゲンで左下肺野
の透過性が低下し、無気肺が考えられた。

5/19



情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

6

障害残
存の可
能性な
し

イオパミ
ロン

バイエル
禁忌薬剤
の投与

造影剤アレルギーによるアナフィラキ
シーショックを起こし、意識消失、血圧低
下。そして心肺停止状態となった。
心肺蘇生により、心拍再開。ICU管理と
なった。翌日には回復した。後遺症な
し。

・医療者が造影剤アレルギーを低く
見積っていた点。造影剤にアレル
ギーがあるが、ステロイドの事前投
与でアレルギーは回避できるという
話になっていた。
・患者本人が造影剤アレルギーに
ついて正確に把握していなかった。

・造影剤アレルギーの既往
は、使用禁忌であることを
再確認する。
・通常と異なる状態におけ
る検査、施行のための説
明においては、家族を含め
てより細かくICを取る必要
がある。

イオパミロンによる副
作用症状とも考えられ
るが、既往歴等の詳細
な情報が不明であり、
モノの観点からの検討
は困難と考える。

7

障害残
存の可
能性が
ある
（高い）

テガフー
ル・ウラ
シル（一
般名） ホ
リナート
カルシウ
ム（一般
名）

大鵬薬品
大鵬薬品

その他の
与薬に関
する内
容：生化
学検査結
果（時間
差で報告
される）を
未確認の
まま投薬
続行

２コース目開始のため受診。血液検査
の血小板の数値を確認し，生化学検査
結果を待たずして内服薬２週間分を処
方した。この時点の生化学検査結果で
は肝機能が低下していた。約２週間後、
意識レベルが低下した状態となり救急
搬送された。その後、全身状態悪化し永
眠された。

生化学検査結果の未確認，患者側
要因（添付文書上は確かに重篤な
肝機能障害を生じる可能性はある
が，極めて稀であり，他の要因で劇
症肝炎を招来した可能性がある），
薬剤側要因，異常値の連絡不徹底
などがあげられる。

対策としては，検査結果の
完全チェック，肝不全に対
する対策，パニック値伝達
システムの再確認などが
あげられる。

ユーエフティーによる
肝機能障害とも考えら
れるが、検査結果（肝
機能低下による休薬
の必要性）や患者背景
等の詳細な情報が不
明であり、検討困難と
考える。
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8 不明
オイパロ
ミン

富士製薬
工業

その他の
与薬に関
する内
容：薬剤
アレル
ギー、ア
ナフィラ
キシー
ショック

10:20左肘末梢造影ライン造影CT施行
中、造影剤投与73ml時点でくしゃみが頻
発。右鎖骨下CVポートから点滴中の状
態。
10:21口腔内疼痛出現。造影剤投与中
止。検査中断。
10:22胸腔苦悶感出現。ヴァイタル確
認。血圧低下90台以下確認し、主治医
連絡、コードブルー要請。
10:25エピネフリン0.3ml筋注（左上腕）。
眼瞼浮腫出現。眼瞼の痛みの訴えあ
り。
10:26応援医師、看護師到着し、蘇生処
置開始。応答は可能で、意識混濁なし。
左肘部点滴ルートからラクテック点滴全
開。

造影剤アレルギー。予見不可能。 現在、医療安全委員会で
アナフィラキシーショック時
の対応手順を改定中で
す。
患者情報にヨード系造影剤
禁忌の登録をした。

オイパミロンによるア
ナフィラキシーショック
とも考えられるが、既
往歴等の詳細な情報
が不明であり、モノの
観点からの検討は困
難と考える。

9

障害残
存の可
能性な
し

オイパロ
ミン３７０
注シリン
ジ１００ｍ
Ｌ

富士製薬

その他の
与薬に関
する内
容：血管
からもれ
た

本人、以前に脳梗塞既往あり。右腕は
動いて他者からはわからなかった。本
人から痛みの訴えなかった。事前の確
認では問題なかったが造影剤注入時に
血管から穿刺がはずれていた。すぐに
救急外来受診した。３ケ所切開し造影剤
を搾り出した。その後外科処置外来で
治療をおこなって軽快した。

事前チェックはきちんと行なってい
た。それでも漏れた。

針先の確認。ダブルチェッ
クする。

血管外漏出とのことで
あるが､手技を含めた
原因等の詳細が不明
であり､検討困難と考
える。

7/19



情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

10
障害な
し

KCL注
20mEq
キット「テ
ルモ」
（20mｌ）

テルモ株
式会社

投与方法
間違い

完全型心内膜欠損症の手術を受け、気
管チューブ抜管後、ICUからNIUCに入室
した生後4ヶ月の患児（術後2日目）。患
者には右上腕から中心静脈カテーテ
ル、右下肢末梢から静脈ルートが入っ
ていた。夜間帯に入り、主治医（小児科
医師）は患者のカリウムが補正のため
に、「KCL3ml原液を2時間で投与」と指
示を指示簿に記載し、看護師に伝えた。
ちょうどその時、患者の右下肢末梢静
脈ルートから投与していた抗生剤が投
与し終わったため、看護師は指示され
たカリウム補正を、この抗生剤のあとに
引き続き投与していよいか主治医に口
頭で尋ねた。この際、どのルートから投
与するのかを伝えていなかったため、主
治医は抗生剤が末梢ルートから投与さ
れていることを認識せず、「抗生剤のあ
とにKCLを投与して良い」と看護師に伝
えた。そして、看護師は指示された量の
KCL原液を末梢ルートから単独で投与
を開始した。投与開始から1時間10分
後、患者が泣きはじめた。確認すると、
末梢ルートが入っている右下肢に局所
の発赤を認め、KCL原液を末梢から投
与していることが発覚した。直ちに投与
を中止し、末梢ルート内のKCLを注射器
で回収すると、患者には約0.1mlのKCL
原液が投与されていた。患者の下肢は
発赤で留まり、大事には至らなかった。

・指示を受けた看護師は、KCｌ原液
を末梢からの投与は禁忌であるこ
とを認識していなかった。
・主治医は小児心臓外科術後は、
循環量管理のため、中心静脈から
のKCL原液投与は日常的に行って
おり、看護師に投与経路について
確認されても、何も疑うことはなく抗
生剤のあとに続けて投与して良い
こと伝えた。また、指示簿にも投与
経路を記載していなかった。

KCL原液の投与方法（末梢
からの投与は禁忌であるこ
と）について、NICU内での
周知が出来ていなかった
ため、薬品棚に投与時の
注意事項を掲示する。院内
においても、事例検討会や
フィードバック報告書を活
用し、KCL投与のリスクに
ついて注意喚起を継続的
に実施していく。NICUにお
ける薬剤投与量は微量
で、指示量、溶解・投与方
法は複雑な指示となってい
るため、統一した分かりや
すい指示の記載ができる
よう検討中である。

KCL注20mEqキット「テ
ルモ」を静脈ルートか
ら投与したとのことで
あるが、本製品は誤投
与防止対策として付属
の専用針でしかバック
に混注できないもので
あり、どの様に静脈
ルートから投与したの
か、使用時の詳細が
不明であり、検討困難
と考える。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

11

障害残
存の可
能性が
ある
（高い）

パクリタ
キセル１
００ｍｇ

日本化薬

その他の
与薬に関
する内
容：アナ
フィラキ
シー発症

他院よりの紹介。子宮内膜生検実施し
子宮体がんと診断された。患者・家族に
IC後、化学療法ＴＣ（PTX　CBDCA）1回
目実施。パクリタキセル投与5分後咳
嗽・顔面紅潮・呼吸困難感出現し投与
中止し酸素投与開始し10分で症状軽快
した。カルボプラチンに切り替え投与し
異常なく終了し、パクリタキセル残を90
ｍｌ／ｈで再開し3時間30分かけて異常な
く終了しその後退院した。婦人科がん治
療のガイドラインに沿って2回目の化学
療法を計画し、入院、2回目の治療実
施。前回のエピソードがあるので医師2
名、看護師1名、家族1名見守りのもとモ
ニター装着し前処置（ステロイド・制吐剤
等）投与し11:00～パクリタキセル90ｍｌ
／ｈで開始した。11:10会話後咳嗽出現
し呼吸困難感訴えあり。投与中止し酸
素吸入開始。輸液交換。ステロイド投与
したがその後血圧測定不可、呼吸数減
少し重篤な状態となった。昇圧剤、ボス
ミン投与、人工呼吸、心臓マッサージ開
始し、自発呼吸を確認後ICU入室管理と
なった

主治医は1回目投与時のアレル
ギー発症が軽度で対処可能で最後
まで実施できたので2回目も慎重に
対応すれば実施可能と判断し投与
にふみきった。婦人科がん治療ガイ
ドライン2010版を参照したところパ
クリタキセル過敏症反応について2
回目投与が可能と記載があり投与
にふみきった。看護師は医師に治
療実施するのか確認したが予定通
りと医師から指示あり受けた。化学
療法担当薬剤師からは1回目のエ
ピソードを把握していたが医師への
レジメンについて疑義や提案はなさ
れなかった。

重篤な過敏症を起こす抗
がん剤の再投与計画は慎
重に検討・決定する
チームで検討する（医師・
看護師・薬剤師）
がん化学療法委員会、が
ん化学療法認定看護師へ
コンサルトする
患者・家族へのIC内容は1
回目以後も危険性につい
て説明をきちんと行う
アナフィラキシー発症後の
対応について、救急体制に
ついてマニュアルはある
が、実際に対応できるよう
に病院全体に事例を周知
し注意喚起を図る（当事例
はモニター装着し医師・看
護師がそばで見守り続け
たため、午前中スタッフス
テーションに他科医師が3
名いたため緊急医師コー
ルをかけることなく速やか
に救急蘇生につながった）

パクリタキセルによる
副作用症状とも考えら
れるが、モノの観点か
らの検討は困難と考え
る｡
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

12

障害残
存の可
能性な
し

ボルタレ
ン坐薬
12.5mg

ノバル
ティス
ファーマ
株式会社

禁忌薬剤
の投与

腎癌の加療について相談のため外来受
診した患者が、背部痛を訴えたため、主
治医の指示によりボルタレン座薬
12.5mg挿入したところ，挿入5分後，嘔
気・空嘔吐・手掌の掻痒感が出現し，そ
の後，意識レベル低下，橈骨動脈・浅速
呼吸を認めたものである。心肺蘇生実
施により，直ちに心拍，自発呼吸，意識
レベル回復したが，救急科医師の指示
のもと救命救急センター入院となった。
翌日、疼痛検査のためCT施行したが、
明かな所見認めず、アレルギー症状が
軽快したため、退院となった。

・患者に造影剤アレルギーがあるこ
と、電子カルテ上にアレルギーの
マークがあることを認識していた
が、それは造影剤アレルギーを示し
ているものと考え、座薬指示前にカ
ルテのアレルギー項目を確認しな
かった。
・口頭で患者に座薬を使う旨話した
際に、アレルギーがあることを認識
できなかった。
・患者から疼痛の訴えがあった際、
担当医師は通常の外来勤務中であ
り、他患者の診察、他院医師よりの
電話対応、他患者の紹介状作成の
依頼を受けており、急な業務が重な
り多忙であった。

患者情報プロファイル（薬
剤アレルギー注意事項の
項目）にボルタレン座薬の
アレルギーがあることを追
記した。
薬物・造影剤使用時は、ア
レルギーの有無を複数人
により確認することとした。

ボルタレン坐薬による
副作用症状とも考えら
れるが、アレルギー歴
等の詳細な情報が不
明であり、モノの観点
からの検討は困難と
考える。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

13

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

ソリターT
２号

味の素
ファルマ

その他の
与薬に関
する内
容：輸液
剤血管外
漏出

１．入院。クループのため左手背に点滴
が挿入された。輸液ポンプを使用し点滴
治療が開始される。
２．翌日２２時４５分頃輸液ポンプの閉
塞アラームがなった。
３．１１時頃、主治医より退院許可がおり
点滴を抜針する。この時点滴挿入部の
左手背から左肩付近まで腫脹してい状
態に気付く。主治医の診察を受け温罨
法を実施し経過観察をする。１３時３０分
頃、再度主治医が診察し母親に退院後
皮膚科を受診するよう勧め紹介状を渡
した。
４．退院後の小児科受診の際、母親か
ら「皮膚科には日曜日以外治療のため
受診するように言われた」と報告があっ
た。
５．外来受診時に、点滴抜去部は皮膚
欠損となっている。母親より皮膚科医師
から「今後この点滴漏れのところがケロ
イドになる可能性があると言われ、その
場合手術が必要になると言われた。」と
報告を受ける。
５．現在も皮膚科に通院中である。

１．点滴挿入部の確認は各勤務帯
で実施することになっていたが行っ
ていなかった。
２．母親から患児の異常を感じた情
報を重視せず患児がすぐに入眠し
たことで安心している。その後の患
児の様子にも注意を払わなかった。
３．小児の普段からの点滴固定は、
シーネ・包帯による保護を実施して
おり挿入部の漏れの有無を確認す
ることの重要性が薄れていた。
４．輸液ポンプ使用で点滴を行って
いたため順調に点滴が入っている
と思い込んでいた。

１．小児の点滴中の看護に
ついて挿入部の観察、輸
液ポンプ使用のリスクに対
して周知徹底を図る。
２．患者・家族とのコミュニ
ケーションを図り患者の普
段の状態を把握する。
３．母親との連携を強化し
ていく。

左手背の点滴挿入部
から肩まで血管外漏
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､検討困難と考
える｡
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

14 死亡

ブラビッ
クス バイ
アスピリ
ン

サノフィ・
アベン
ティス株
式会社
バイエル
薬品株式
会社

その他の
処方に関
する内
容：休薬
指示

終了後、気分不良があり安静にしてい
た。ナースコールがあり訪れると、血圧
測れず意識低下を認め、人工呼吸・心
臓マッサージを施行するが効果なく死亡
確認をした術前10日前から、抗血栓薬
を休止していた。

・既往に心筋梗塞があった。内視鏡
検査に関する抗血栓薬取り扱いガ
イドラインが上程されているが、本
事例では、循環器内科医師である
紹介医から抗血栓薬中止可能の指
示があり、術前10日前からバイアス
ピリン、ブラビックスを休薬してい
た。
・M&Mカンファレンス開催した結果、
心筋梗塞もしくは肺梗塞等が原因
ではないかと疑われ、院内での再
検討が必要との結果となった。

・当院では、周術期におけ
る抗血栓薬の診療科横断
的な取り決めがなく、各科
が別途判断している状態
である。そのため、抗血栓
薬ワーキングチームを設
立し、まず、脳神経外科、
循環器内科、心臓外科の
立場の異なる診療科を中
心に、抗血栓薬の取り扱い
の規範を作成する。
・次回の安全管理研修にて
抗血栓薬の講習を行う。

抗血栓薬を休止中で
の心筋梗塞もしくは肺
梗塞等の疑いとのこと
であるが、併用治療等
の詳細が不明であり、
モノの観点からの検討
は困難と考える。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（医療事故）

15

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

フィジオ
35輸液

大塚工場

その他の
与薬に関
する内
容：薬剤
血管外漏
出

左足背末梢から輸液ポンプを用いてフィ
ジオ35を50ｍl/時間で投与していた。夜
勤勤務者から引き継ぎを受けた看護師
が末梢静脈留置針刺入部を観察したと
ころ、左足背全体に輸液の血管外漏出
によるものと思われる腫脹・硬結・大小
12個以上の水疱形成、足指の色調不調
を認めた。左膝から足首までは外観上
明らかな左右差は無いが、触診すると
軽度の硬結を認めた。整形外科医診察
の結果、減張切開を行う必要が生じた。

意識障害のある患者に輸液ポンプ
を使用して輸液を行う際の観察が
不十分であった。輸液ポンプのア
ラームが鳴らなかったため、末梢静
脈留置針刺入部の観察を怠ってい
た。

意識障害のある患者へ輸
液を行う際の基本的注意
事項の教育を行う。

左足背全体に血管外
漏出による腫脹等を認
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､
検討困難と考える｡

16

障害残
存の可
能性が
ある
（低い）

ゾビラッ
クス

グラクソ

その他の
与薬に関
する内
容：血管
外漏出

15時よりゾビラックス150mgを50mlで末
梢静脈ルートから輸注ポンプで投与開
始。16時体位交換のため訪室し右下肢
の膝下から指先にかけて腫脹、足指先
端の皮膚白色化・冷感を認めた。発見
後直ちに形成外科へ依頼、足背動脈の
血流確認できたため下肢挙上を行い経
過観察となった。その後点滴挿入部に
潰瘍を形成、約1ヶ月後中央部壊死組
織をデブリートマン施行。

患者の状態、点滴滴下は1時間毎
に確認していた。点滴挿入部はドレ
シング材（IV3000）で固定され観察
できる状況ではあったが、患者の体
動激しく弾性包帯でシーネ固定がさ
れていたため挿入部が包帯で隠れ
観察できなかった。

医薬品安全分科会に点滴
漏れでのハイリスク薬につ
いて一覧表作成を依頼。
 ICUには小児、疼痛を訴え
ることのできない患者の点
滴刺入部の観察方法の検
討を依頼。

右下肢の膝下から指
先にかけて血管外漏
出による腫脹等を認め
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
討困難と考える｡
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（MRI検査に関連した事例）

№
事故の
程度

事例の内容 背景・要因 改善策 調査結果

1
障害残存可
能性がある

（高い）

関連当日の午前中は、両上肢を動かすといった様子であ
り、通常と特に変わった様子は見られなかった。頭部ＭＲＩ
撮影のため放射線科ＭＲＩ室において、主治医が点滴（生食
100mL ＋ドルミカム1A）を実施（体動抑制目的）。約1/3 程
度滴下したが体動に変化なく更に追加しおよそ1/2 程度滴
下した。体動が落ち着いたので、主治医立ち会いのもと撮
影を開始した。撮影終了の報告を受け、病棟看護師が迎え
に行きストレッチャーで搬送。途中エレベーターの待ち時間
もほとんどなく帰室。その間患者の自発呼吸を確認してい
る。やや深呼吸気味で顔色はやや不良、呼名反応はほぼ
なかった。搬送した看護師より当日の受け持ち看護師が「ド
ルミカムを使っているので注意するよう」引き継いだ。その
時点では呼吸は浅く、喘鳴が聞かれ吸引を実施した。SpO2
75％、意識レベル悪化。その後呼吸停止となり、主治医他
複数の医師により蘇生を実施した。

神経難病患者における使用 ・ 神経難病患者の催眠鎮静剤使用
時の対応の院内標準化をする。

ドルミカムによる副作用症状とも
考えられるが、患者の原疾患（神
経難病患者とのことであるが詳
細不明）及び既往歴等の詳細な
情報が不明であり、モノの観点
からの検討は困難と考える。

2

障害残存の
可能性があ

る
（高い）

運動発達遅滞を合併した軟骨無形成症のため、大後頭孔
狭窄の有無を精査する目的で、ＭＲＩ検査を施行。鎮静目的
でトリクロリール5mL を内服させた。入眠したためＭＲＩ検査
室へ移動した。その後、覚醒したため看護師が、到着時に
は既に入眠しており、顔色も良好であったため検査を開始
した。検査が終了し、患児は父親・母親に付き添われスト
レッチャーで小児科外来へ帰室。この際、看護師が患児の
顔色不良に気付いた。直ちに医師によりマスクバギングが
行われ、心肺蘇生が開始された。

予期することができなかった合併症。 ・ ＭＲＩ検査を行う際に、これまでは主
治医から特別な指示があった場合の
み行っていた酸素飽和度測定モニ
ターを、小児における全ての睡眠下
での撮影事例で行うこととした。

トリクロール服用による副作用症
状とも考えられるが、年齢、体
重、投与前の状況等の情報がな
く、モノの観点からの検討は困難
と考える。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（MRI検査に関連した事例）

3

障害残存の
可能性があ

る
（低い）

脳萎縮所見等の経過観察のため頭部ＭＲＩ再検した。患者
は発達障害があり、ＭＲＩ撮影時に鎮静の必要があり、外来
でイソゾール25mg 静注し、検査室へ入室したが、安静保持
困難なため、イソゾールを約30 秒間隔で12.5mg ずつ追加
静注（計100mg 投与）した。その後、流涎、呼吸抑制等の不
穏症状が出現し、SpO2 が63％に低下したため、酸素投
与、アンビューバックにて換気開始し吸引を行ったが、症状
改善しないため医師はアナフィラキシーショックと判断し、ア
ドレナリン1mg を静注し血圧200/97、SpO2：98％となった。
その後、血液所見、胸写所見等確認し、退院可能と判断さ
れたため帰宅となった。

幼少児や発達障害児に対して検査の必要
上やむを得ず各種の鎮静処置を実施して
おり、その中でのＭＲＩ検査時には30 分程
度以上の十分な鎮静が必要であり、短時
間で薬効が切れることも考慮し、イソゾー
ルによる鎮静を実施することが多い。
鎮静時には、喘息既往や呼吸器症状の有
無、体調不良などについて確認した後に鎮
静剤を緩徐に投与し、有害事象発生防止
に努めているが、発達障害児は呼吸嚥下
機能の低下や興奮による薬効への抵抗性
などの要因を伴うことが多い。
小児科担当医が単独で鎮静を行っており、
同様の事例を生じる可能性は常に存在し、
特に小児科外来、病棟以外の場所での処
置時にはトラブル時の対応がスムーズに
進まない懸念がある。
緊急時の対応についてはエピネフリンの使
用方法などについて不慣れな点がある。

・ 小児の鎮静時には、他の診療科医
師のサポートが受けられるような体制
を検討する。
・ 緊急時の対応についてはエピネフ
リンの使用方法を含めて小児科内で
改めて確認を行う。
・ 今後、救急部や麻酔科などの医師
の協力を得て、緊急時の対応につい
ての実地訓練を行うことも検討する。

イソゾールによる副作用症状とも
考えられるが、年齢、投与前の
状況等の情報がなく、モノの観点
からの検討は困難と考える。

4
不明

（不明）

ＭＲＩ造影剤注入後アナフラキシーショックが生じた。同意書
は事前に準備しアレルギーの既往はなかった。症状出現
後、医師・看護師・技師で緊急処置を行い緊急連絡網を活
用して救急医へ申し送りした。救急で一泊し症状消失後退
院した。

事故内容は造影剤（Ｇｄ製剤）によるアナ
フィラキシーショックだが、頻度が少なく、発
生を予測できない。
アクシデントであるが、その後の対処法に
より患者の生命を左右することから、今回
は迅速な対応をすることができた。

・ 造影剤を用いる放射線科各部署に
ペン型エピネフリン皮下注射製剤を
配置した。院内で応援を呼ぶ前に薬
剤投与により気道浮腫に対する治療
が行えることから、使用法の訓練を徹
底したい。
・ その他、造影剤アレルギー全般の
事故に対する頻回の講習による安全
対策が望まれる。
・ 各科外来からの問診票・同意書へ
の記入および主治医の認識の徹底も
不可欠である。

造影剤によるアナフィラキシー症
状とも考えられるが、患者の原
疾患等の詳細な情報が不明であ
り、モノの観点からの検討は困
難と考える。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（MRI検査に関連した事例）

5 障害なし

ＭＲＩ撮影時、造影剤を静注した。ＭＲＩ内部に患者を移動
後、緊急ボタンが鳴ったため、患者を装置の外へ出した。患
者には嘔気、冷汗あり。

造影剤によるショックと考えられた。 ・ 造影剤使用時は緊急時事に備え、
救急カートの点検・緊急コール（アン
ビューコール）の方法を確認しておく。

造影剤によるアナフィラキシー症
状とも考えられるが、患者の原
疾患等の詳細な情報が不明であ
り、モノの観点からの検討は困
難と考える。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（血液凝固阻止剤、抗血小板剤投与に関連した事例）

№
事故の
程度

事故の内容 背景・要因 改善策 調査結果

1
障害残存の
可能性あり

（低い）

末梢血幹細胞ドナーの検診で異常なかったため、入院2 日
前よりグラン675 μ g 皮下注射を開始した（５日間）。入院
日よりバイアスピリン200mg を塞栓予防のため内服開始し
た（５日間）。入院翌日幹細胞採取を施行。しかし十分量採
取できなかったため、翌日再度幹細胞採取を行った（幹細
胞採取時には抗凝固剤としてACD（Acid citrate Dextrase）
液を使用）。その翌日の採血で血小板数5.9万と低下してい
たが、点状出血や皮下血腫などは認めなかった。退院前の
訴えとしては軽度の頭痛（持参した鎮痛薬が不必要な程
度）、肩こりがあった。しかしこれらの症状は以前から認めら
れており、退院を許可した。
翌日、本人が呂律が回らないと当科へ連絡があった。電話
でも徐々に発語が不明になりすぐに来院するように連絡し
た。
当院外来受診し、頭部ＣＴを施行。脳神経外科へコンサルト
し硬膜下血腫にて当院救命センター搬入となった。搬入時
バイタルサインに明らかな異常は認めなかった。 安静にて
対応し、また頭部ＣＴで経過観察を行った。血腫の大きさを
経時的に観察したが変化なく、脳神経外科病棟へ転棟と
なった。ＣＴ、ＭＲＩで経過を追ったが、血腫の増大傾向なく
10 日後に退院となった。

原因は不明である。しかしながらバイアス
ピリンを内服することにより硬膜下出血に
対して出血を助長した可能性がある。当院
では2003 年以前より幹細胞採取を行って
おり、当時はバイアスピリンを使用するの
が当たり前であった2003年度に改定され
た日本造血細胞学会のガイドライン変更
には気づいていおらず、今回はじめて気づ
いた。

・ 2003 年度に改定された日本造血
細胞学会のガイドラインを遵守し、ド
ナーへの抗血小板薬の予防投与を
中止する。
・ 抗血小板薬が必要な方はドナーと
して不適切と判断する。
・ ガイドライン改定のたびに隅々まで
目を通す。

バイアスピリンによる副作用症状
とも考えられるが、原因は不明で
あるとのことであり、モノの観点か
らの検討は困難と考える。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（血液凝固阻止剤、抗血小板剤投与に関連した事例）

バイアスピリン、パナルジンによる
出血とも考えられるが、休薬期間
や患者状況等が不明であり、モノ
の観点からの検討は困難と考え
る。

2
障害残存の
可能性あり

（低い）

左足底の皮膚原発汗腺癌の手術目的で入院した。狭心症
のバイパス術後で内服していたバイアスピリン、パナルジン
を中止し、その６日後に全身麻酔下で手術を行った。年齢、
生活自立度、基礎疾患、腫瘍の浸潤、転移の範囲を考慮
し、左足底皮膚悪性腫瘍切除術および左鼡径リンパ節郭
清、subtotal integmentectomy（原発～所属リンパ節間のリ
ンパ管を周辺組織も含め１塊に切除する術式である）、左足
内側から左下腿遠位にかけて遊離分層植皮術、左足底に
人工真皮移植術を施行した。術後約10日間は、経過良好で
あった。術後数日目に明らかな出血がないことを確認の
上、休薬していたバイアスピリン、パナルジンを再開した。そ
の間の処置は植皮部を生食で洗浄しガーゼで圧迫固定す
る処置を連日行った。なお、患者の安静度は基本的にベッ
ド上であり、上半身は起こしていたが下肢特に患肢は包帯
およびシーネで固定および保護していたので、患肢を不用
意にぶつけたり、床に下ろしたり、勝手に歩行したり出来な
い状況であった。術後約10日目の処置として、前日と同様
に植皮部含め創部全体のガーゼを交換した。当日は針、メ
スなどの鋭利な医療器具を用いた医療行為（穿刺）は行わ
なかった。深夜、看護師が排便介助を行った際は創部から
の異常出血は無かった。再度患者から排便介助の要請が
あり、看護師が訪床したところ、患肢植皮部（左足内側から
左下腿遠位にかけての）にあてていたガーゼに多量に出血
していることを発見した。血管確保、急速補液、酸素投与を
行った。途中一時的に血圧が70mmHg 台に低下し意識消
失も見られたが、さらなる補液等により回復した。出血量は
汚染ガーゼを計量し約900g と想定された。緊急採血にて
Hb9.7g/dl（出血前は11.5g/dl）。IrRCC4単位を輸血。植皮部
からの持続性の出血は動脈性の出血と考えられたが、長
時間出血点を強圧迫していたことにより、結果として止血さ
れた。現在まで創部からの明らかな出血を含め問題は認め
られていない。

高齢者の患者で、抗凝固剤などの内服が
あった。

・ 術後約10 日目の出血は想定して
いなかった。
・ そのため原因の追究が困難な状況
ではあるものの、高齢者の患者であ
ること、抗凝固剤などを内服している
ことを鑑みると、例えば何らかの理由
で努責するようなことがあった場合、
血圧の変動などにより今まで止血さ
れていた血管から出血することも可
能性としては否定できない。
・ 排便時に力むことが無いように緩
下剤などを術後服用させるなどを考
慮する。
・ また創部の観察も比較的安定した
時期になっても十分に行うようにす
る。
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情報不足等のため製造販売業者による対策が困難と考えられた事例（血液凝固阻止剤、抗血小板剤投与に関連した事例）

3
障害残存の
可能性あり

（低い）

患者は慢性Ｃ型肝炎にて一内外来通院中であった。心窩部
精査目的にて、上部内視鏡検査施行した。胃体上部の発
赤病変より生検施行した。その際、生検部より出血認めた
が自然止血を確認後、検査終了とした（バイアスピリンは11
日前より中止中であった）。生検後３日目より同剤再開し、
同日より黒色便出現した。悪寒も加わり、当科外来受診し
た。採血施行したところ貧血進行（Ｈｂ 5.5）認めたため、上
部消化管出血疑いにて緊急内視鏡を同日施行した。緊急
内視鏡の結果、上記生検部より活動性の出血を認めた。同
部に対しクリッピング及び止血剤にて止血処置を施行した。
同日、加療目的（点滴管理、制酸薬、止血剤）にて緊急入
院となった。

生検後の止血確認が、術者一人によって
行われた。アスピリンの再開時期が適当
であったか不明である。

・ 抗凝固剤の内服歴のある患者や出
血傾向のある患者に対し、生検行為
を行った場合の止血確認は、上級医
に確認してもらう。
・ 抗血小板剤と抗凝固剤の再開時期
について再検討された。

アスピリンによる副作用症状とも
考えられるが、生検後の止血確
認等の患者状況が不明であり、モ
ノの観点からの検討は困難と考
える。
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