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度
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売業者

名

事故の
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1

障害
残存
の可
能性
なし

ラミク
ター
ル
25mg

GSK 処方
量間
違い

てんかんにて当科通院中の患者に対して、イー
ケプラに追加してラミクタールを処方した。添付
文書を参照し、バルプロ酸非併用時処方量の
50mg連日投与に準じて、それよりも少ない
25mg連日投与を行なったつもりであったが、
イーケプラにグルクロン酸抱合誘導作用がない
ことから、バルプロ酸併用時の処方量（25mg隔
日2週間～）で処方する必要があることが後に
判明した。その後薬疹が出現し、当院皮膚科に
入院。約3週間の入院加療が必要となった。後
遺症などなくその後は問題なく経過している。
処方量間違いに関しては、「医療費・医療手当
診断書」の記載依頼を確認し、その指摘内容か
ら判明した。

新規抗てんかん薬であるラミク
タールは処方開始時の漸増方
法が複雑であり、25mg隔日投
与を2週間行なった後に漸増
する必要があったが、25mg連
日投与を行なった。因果関係
は完全には証明できないがそ
れによって重症の薬疹を認め
入院加療が必要となった。

処方医の十分な確認。医
師同志の情報共有。薬剤
部、薬局によるダブル
チェックを徹底して行な
う。また、添付文書の記
載方法の改善（バルプロ
酸併用時のことが強調さ
れすぎており、実際勘違
いしている医師が多い）を
要望する。また、院外処
方せんであったので、県
薬剤師会へも疑義照会
の徹底を要望し、情報提
供した。

ラミクタール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

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

(点滴漏れ）化学療法目的で入院の患者。14：
00よりアロキシン・デキサート開始し30分後無
事終了する。14：30よりドセタキセル開始する。
更新時挿入部の観察を行い、患者にも疼痛等
の有無も確認した。14：50コールあり、（2.5×2.5
センチでポンプの積算量は19mL）点滴が漏れ
ているのを発見する。Dr報告・診察し、デキ
サート・キシロカイン局注し、デキサン軟膏塗
布、クーリング施行する。

15回目の化学療法であり、壊
死性の薬剤の影響や血管の
稀薄があった可能性も考えら
れる。

今後も手順に沿って確認
し、危険性も理解した上
で施行時の観察・投与を
行う。

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。

3

障害
なし

なし なし 投与
方法
間違
い

小脳梗塞による意識障害で挿管管理中の患者
が、低K血症の状態になったため、持続投与で
補正を試みていたが、K値の上昇がみられず、
4meq/Lまで増加した。下肢末梢静脈が漏れて
KCLが皮下投与になってしまい、患者の皮膚に
発赤、水泡形成が起きてしまった。

本来KCLは中心静脈から投与
する決まりになっていたが、患
者はKCLの投与以外には中心
静脈点滴を必要としていな
かったため、末梢からの投与
を選択してしまった。

今後は中心静脈から投
与するか、内服薬で投与
するなど投与経路を検討
する。

投与部位の点滴漏れ、発赤、水泡を認
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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4

障害
なし

ラボ
ナー
ル注
射用
0.3mg

田辺
三菱
製薬

過剰
投与

網膜レーザー治療で，別な医師が鎮静処置を
行う予定で薬剤を準備・オーダー入力をしてい
たが，都合が悪くなり急遽，鎮静処置の担当を
交代した。お互いラボナールの使用方法につい
て確認したつもりであったが，当事者が１ｍLシ
リンジ１本分（ラボナール１ｍL＝２５ｍｇ，
12.25mg/kg，通常の2.5倍）を１回量と勘違いし
て投与。溶解濃度については把握していなかっ
た。
レーザー治療開始前にフェンタニル持続点滴で
鎮静開始し，その後ラボナールを投与した。治
療開始直後に呼吸抑制が出現し，用手換気し
て回復したが，治療中に同様のエピソードを３
回繰り返し起こした。気管内挿管して人工呼吸
器管理を開始した。この時に点滴で併用してい
たラボナールは中止。開始後は酸素飽和度は
改善し，安定した。

医師間の情報伝達不足 具体的に情報伝達をす
る。（実際の投与量の確
認）
調剤指示をした医師が，
投与する。

ラボナール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。

5

障害
残存
の可
能性
があ
る
（低
い）

10％
糖液
カル
チ
コー
ル注
射液
8．
5％

大塚
製薬
日医
工

その
他の
与薬
に関
する
内容

左足背の末梢点滴から投与していた輸液が血
管外に漏出した。17時の勤務交代時のルート
チェックでは左下肢の点滴漏れは認めなかっ
た。22時のバイタル測定時に左下肢優位に末
梢冷を認めたが、点滴刺入部確認まではしな
かった。23時過ぎのルートチェックの際に点滴
漏れ（腫脹と発赤）に気づく。腫脹と発赤が著明
なため、当科当直医へ連絡し抜針。その後、皮
膚科当直医の診察を受け、リンデロンVG軟膏
の塗布とメピレックストランスファー（創傷被覆
材剤）で保護した。輸液内容は10％ＴＺ460mL＋
カルチコール20mL＋10％NaCl20mLを13mL／h
で投与していた。

循環不全の状態での入院後
のため、中心静脈カテーテル
の確保が困難で、末梢点滴か
らいたしかたなく投与してい
た。末梢点滴からは、１０％ブ
ドウ糖液という濃度の高い輸
液を行っていたこと、状態が悪
化した要因としてはカルチコー
ルが混注されていたこと、ま
た、新生児のため、血管の弾
力性が乏しく圧迫に弱い傾向
にある事も要因と考える。勤務
後半のチェックもやや遅く、発
見の遅延につながってしまった
ものと考える。

可能な限り、中心静脈ラ
インから投与する。頻回
の刺入部確認は、覚醒に
よるバイタル変動を来す
ため難しく、バイタルサイ
ン測定時に刺入部確認も
一緒に行う。

投与部位の点滴漏れ、腫脹、発赤を認
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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6

障害
残存
の可
能性
があ
る
（高
い）

メルカ
ゾー
ル錠

中外
製薬

その
他の
与薬
に関
する
内容

バセドウ病の診断でメルカゾールを内服開始さ
れ、2週間毎に外来で血液検査を実施してい
た。自宅で発熱があったため、外来へ受診希望
の電話連絡をしたが、医師は近医を受診するよ
うに返答した。その後、定期受診日の血液検査
で無顆粒球症と診断され緊急入院となった。採
血を実施し、緊急入院、個室管理を指示した。
入院後、メルカゾールを中止し、点滴、絶食加
療、抗生物質の投与、G-CSF投与を行ってい
る。

外来の診察中に突然、電話対
応を求められたこと。
主治医ではない医師が電話対
応する時に、患者のカルテで
病名や処方内容などを確認し
なかったこと。
電話対応した医師が主治医に
報告することを忘れていたこ
と。

患者が受診希望した旨を
主治医が知ることができ
るようにする。
電話対応をするときに患
者のカルテを確認する。

メルカゾール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。

7

障害
残存
の可
能性
なし

ラミク
ター
ル錠
２５ｍ
ｇ

ＧＳＫ 処方
量間
違い

服用開始約１週間で両下腿に紅斑が出現した
が、経過観察しながら約２週間服用を継続して
いた。その後、顔の腫脹、全身皮疹、リンパ腫
脹を認めたため、当院皮膚科外来を受診したと
ころ、播種状紅斑丘疹型薬疹と診断され、６日
間の入院加療が必要となった。

・ラミクタールをリボトリールと
併用する場合、ラミクタールの
初回投与量は　25mg/日を隔
日投与、もしくは12.5mgを毎日
服用とするべきであったが
50mg/日の過量処方をした。
医師は、バルプロ酸と併用す
る場合は少量で始めるという
認識はあった。しかし、バルプ
ロ酸以外の薬剤と併用する場
合には、少量から始める必要
はなく50mg/Dayで開始しても
概ね問題はないと認識してい
た。
・患者が授乳中であること、今
後妊娠を希望していることか
ら、医師はてんかんガイドライ
ンを確認しラミクタールはこれ
らに影響しないことを確認し、
その説明に気をとられていた
ため、本来伝えるべき皮疹の
出現については、ほとんど説
明しなかった。
 (以下次ページ)

・医師は、添付文書を熟
読し、適正使用量の遵守
や皮疹などの副作用につ
いて把握する。本事例を
院内で共有する。
・院外薬局薬剤師は、患
者の薬歴をしっかり確認
し適切な処方であるかの
確認と副作用についての
説明を行う。薬剤師会に
インシデントとして報告
し、情報共有する。
・現行の添付文書の記載
の場合、50mg/Dayで開
始しても問題ないと誤っ
てとらえる可能性がある。
また、グルクロン酸抱合
を有する薬剤という記載
方法は薬剤名が具体的
でなくわかりにくい表現で
ある。より用法・用量がわ
かりやすいような添付文
書の記載となるよう変更
を求める。

ラミクタール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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7

障害
残存
の可
能性
なし

ラミク
ター
ル錠
２５ｍ
ｇ

ＧＳＫ 処方
量間
違い

8

不明 エス
ラック
ス

不明 過剰
投与

麻酔チャート記録を参照したところ（麻酔医と研
修医）、09:10に入室、肝細胞癌に対し肝右葉切
除術が施行された。麻酔中、筋弛緩薬としてエ
スラックスを09:30に50mg ivし挿管、09:50～
16:45の間シリンジポンプを用いて20mg/hr（体
重54.5kgのため6.1μg/kg/min）でdivし、17:21手
術終了。麻酔中、筋弛緩モニターは装着してい
なかった。17:55に筋弛緩拮抗薬としてブリディ
オン100mgをivし、意識状態、vitalともに異常な
く退室となった。
病棟に帰室後約15分経過して意識低下が認め
られ医師にコールあり。直ちに病棟に向かっ
た。来室時レベル300、瞳孔3/2対光反射右の
み弱。血圧200/100、SpO2 86％（ジャクソン
リース5L）、HR100bpm、sinus tachy、呼吸弱、
筋弛緩の残存を考えブリディオン計4AをIVする
もレベル改善せず。自発呼吸は徐々に改善し
てきたが瞳孔不同と右半身の麻痺が残存する
ため頭部ＣＴ・ＭＲＩを撮影、画像上特記事項無
く帰室時にはvital正常でレベルも30まで改善、
深呼吸も可能な状態となった。

筋弛緩薬過剰投与の可能性、
または筋弛緩拮抗薬投与量不
足が原因の可能性が高いが、
断定はできない。術中筋弛緩
モニターの装着を怠った。
肝切除術では、自発呼吸が生
じないよう十分な量の筋弛緩
薬を投与する必要がある。一
方、門脈が一定期間遮断され
るため薬剤の退社が不十分と
なり、体内に通常よりも多量の
筋弛緩薬が残存する可能性が
ある。
８時間におよぶ麻酔・手術の
間、筋弛緩薬が投与された
が、代謝・消失時間を十分空
けずに挿管チューブを抜去し
た。

１．当院麻酔科（常勤・非
常勤）の筋弛緩薬投与方
法を把握する。
２．持続静注する麻酔科
医が少数であれば、筋弛
緩モニターを装着させる、
もしくは間歇投与に切り
替えさせる等、個別対応
する。
３．持続静注する医師の
割合が多ければ、基本的
に（全例に）筋弛緩モニ
ターを装着するようシステ
ムを整備する。

エスラックス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。

・院外薬局でも、授乳中であるため薬剤の乳汁移行性の問題に着目しており、皮膚障害に関する口頭で
の説明は行わなかった。皮膚障害については、情報提供用紙の記載のみであった。また、初回治療であ
るかどうかの確認は行われず、処方量が過量であることは気づかなかった。



製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（副作用、情報不足等）
（医療事故）

5/10

No
事故
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度
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製造販
売業者
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9

障害
残存
の可
能性
があ
る
（低
い）

イオメ
ロン
（350）

エー
ザイ

その
他の
与薬
に関
する
内容

造影CT約5分後、気分不良、嘔吐と冷汗出現
し、皮疹は認めなかったが、血圧80台　SpO2：
80％後半であったため、ルート確保と酸素マス
ク１０L 開始。アナフィラキシー中等度と判断し、
アドレナリン 0．3ccを筋注とルート二本目確
保。血圧低下あったため、救急医と消化器外科
Drに連絡。エピネフリン筋注後、血圧100台
SpO2：90％後半にまで回復し、救急室に引き継
いだ。

患者の造影剤過敏症 今後は造影剤過敏症とし
て対応を行う。

イオメロ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。

10

障害
残存
の可
能性
があ
る
（高
い）

０．２
５％
ポプ
スカイ
ン

丸石
製薬
株式
会社

その
他の
処方
に関
する
内容

0.25％ポプスカインで硬膜外麻酔、高比重マー
カインで脊椎麻酔を行い、右膝縦靱帯損傷に対
し手術を行った。手術中・手術直後は特に問題
なく、夜両足の動きを確認した後、術後疼痛管
理の目的で硬膜外カテーテルから0.25％ポプス
カインを4-6mLで持続投与していた。2日後の朝
6時過ぎに起床時に左下肢運動麻痺、知覚低
下、排尿障害を認めた。神経学的には左馬尾
神経障害であり、MRIおよび造影MRIより薬剤
性腰仙部多発神経根障害と診断された。

麻酔の説明と同意、硬膜外カ
テーテル挿入手技、麻酔薬（ポ
プスカイン）の使用法に問題な
く、患者の薬剤（ポプスカイン）
に対する過敏症による副作用
と判断している。

事故であるが、想定外の
極めて希な薬剤の副作
用であり、再発防止は不
可能と考える。したがって
改善策はない。

ポプスカイ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。

11

障害
残存
の可
能性
があ
る
（高
い）

ツイン
パル

エイ
ワイ
ファ
ー
マー
株式
会社

その
他の
与薬
に関
する
内容

血管外漏出を認めたため抜針し再度末梢を確
保した。準夜勤務の体位変換時、点滴抜針部
分の皮膚剥離を認め浸出液もあったためガー
ゼで保護し報告はしなかった。翌日、日勤務者
がおむつ交換時、処置の跡に気づき皮膚の色
調低下も認めたため主治医へ報告。ゲーベン
＋ＰＧ軟膏塗布の指示があった。処置を継続す
るが、症状は徐々に悪化。皮膚科へ診察依頼
し、主治医と同処置の指示があった。褥瘡ラウ
ンドで担当医師が診察。血管外漏出部分が皮
膚壊死を起こしているとのことで、壊死部分の
切除を行った。

ツインパル製剤についての知
識がなく、初期対応が適切で
はなかった。また、血管が細い
患者であるが、観察の届きにく
い膝裏に血管確保を行った。
異常に気付いていたが、記録
を行っていないため処置の評
価ができていなかった。

使用する製剤については
知識深め、留意点を理解
したうえで管理していく。
異常を認めた場合は、記
録に残しチームで情報共
有できるようにする。ま
た、末梢を確保する際は
穿刺部や周囲の観察が
十分できるような場所を
選択する。

投与部位の点滴漏れ、皮膚壊死を認め
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。



製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（副作用、情報不足等）
（医療事故）
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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

12

障害
残存
の可
能性
があ
る
（高
い）

大塚
塩カ
ル注
２％

大塚
工場

その
他の
与薬
に関
する
内容

BTシャント，左肺動脈形成術を施行した小児患
児に22時20分より塩化カルシウム2mL/h×2時
間投与を実施した。23時10分の定期の観察で
は異常は確認されず，翌0時20分投与終了と
なったが1時15分に看護師が患者の観察の際，
点滴漏れを発見し，左前腕末梢ライン挿入部上
側が腫張，色調が暗紫色へ変化していることを
確認した。すぐに医師へ報告し，診察後点滴抜
針となる。

塩化カルシウムに対する知識
不足，点滴が漏れた際の状況
を想定できていなかった。

注意薬剤について再確認
する。
２時間毎の観察を小児に
ついては１時間毎の観察
とする。

投与部位の点滴漏れ、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。

13

障害
残存
の可
能性
なし

フル
オレ
サイト
静注
500m
g

日本
アル
コン
株式
会社

その
他の
与薬
に関
する
内容

・蛍光色素(フルオレサイト)を静注後、嘔吐、手
足のしびれを認め、その後血圧が低下した。

・報告者は、患者に蛍光眼底
造影を施行するために蛍光色
素(フルオレサイト)を静注し
た。
・患者は注射後1分程度で、嘔
気・嘔吐出現。手足の痺れを
訴え、ぐったりしてしまった。全
身の皮膚の発赤を認め血圧低
下を認めた。
・ストレッチャーにて救急処置
室へ搬送後、アナフィラキシー
ショックに対して処置を実施し
た。
・1時間後、血圧は100/台を保
てるようになったが、経過観察
のため入院となった。入院時、
口唇の腫れと声の出し難さを
訴えていた。
・検査時、特に体調不良等の
訴えはなかったが、緊張してい
る様子が見受けられた。
・検査説明・同意書を使用して
説明していたが、今まで特にア
レルギーがあったことは聞か
れなかった。

・検査時は、患者の状況
を確認しながら慎重に行
う。
・フルオレサイトを禁忌薬
として、アレルギー登録し
た。

フルオレサイト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。



製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（副作用、情報不足等）
（医療事故）
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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

14

障害
なし

なし なし その
他の
与薬
に関
する
内容

前縦隔腫瘍に対し、化学療法施行中の患者。
今回化学療法４コース目実施するため入院し、
化学療法開始する。点滴漏れが無いことを確
認し、副作用症状出現時は直ちに看護師に伝
える様説明を行ってから9時より化学療法開始
する。14時45分にエクザールに交換。30分後、
ナースコールあり、訪室すると刺入部位の腫脹
あり、発赤や痛みないが、点滴漏れしているた
め直ちに点滴を止め、シリンジにて吸引。吸引
後に抜針する。バイタルサイン測定しDrへ報告
する。リンデロン塗布し、ガーゼで保護するよう
口頭指示あり実施する。その後Dr往診あり、腫
脹部に10%キシロカイン＋NS9mL＋ヒドロコルチ
ゾン100mg溶解したものを局注、デルモベート
塗布しガーゼ＋優肌絆で保護する。残りの点滴
は反対側に点滴ルートとり、速度変更なく実施
する。その後副作用症状無く経過中。

・ADL自立しており、移動が多
かったため、点滴漏出のリスク
があった。
・化学療法薬投与中であった
ため、こまめに観察するべきで
あった。
・点滴交換時に逆血確認をし
なかった。
・血管漏出時の対応が周知で
きていなかった。

・化学療法実施前には副
作用症状について十分に
説明行い、留意点を説明
してから実施する。
・化学療法薬投与時はこ
まめに訪室し、刺入部の
観察行う。
・点滴交換の毎に逆血を
確認していく。
・「血管漏出時の対処に
ついて」をナースステー
ション、休憩室、救急カー
トに表示し、確認するよう
に伝達した。

投与部位の点滴漏れ、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。

15

障害
残存
の可
能性
なし

ハラ
ヴェ
ン グ
ラニ
セトロ
ン デ
カドロ
ン

エー
ザイ
沢井
製薬
MSD

その
他の
与薬
に関
する
内容

CVポートより穿刺し、メインルートとして生食
100mLを1時間で開始した（この方は化学療法
センターでCVポートからの化学療法を行ってい
たが、以前から逆血は認めないが点滴は可能
でトラブルなし、という状況だった）。その後、側
管から制吐剤とステロイドの入った生食50mLを
15分で投与し、さらにハラヴェン1.5mgの入った
生食20mLを緩徐に静注した。この後から左頸
部の腫脹と疼痛を認めたため、メインルートの
生食を中止し、主治医が観察。透視室でCV
ポートからの造影を行ったところ、カテーテルの
閉塞と左内頚靜脈刺入部から皮下組織への造
影剤の漏出を認めた。ハラヴェンは血管外に漏
出した場合、「非炎症性」という低リスクに分類
される薬剤であるが、組織障害予防のためソ
ル・コーテフ200mgを局注し、冷罨法を行った。
その後は局所の腫脹は改善し、皮膚壊死等を
示唆する所見もなく、翌日局所麻酔下にCV
ポート抜去術を行った。

医療安全管理部定例会議に
て、CVポート刺入部よりの漏
出の画像所見ではないため、
原因は不明。

・CVポートなど滴下不良
を発見したら、複数の医
療者でタイムアウトを取り
入れ、確認する。不確実
な場合は抗がん剤の漏
出を考慮して造影などで
確かめる。

投与部位の点滴漏れ、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。



製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（副作用、情報不足等）
（医療事故）
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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

16

障害
残存
の可
能性
があ
る
（高
い）

ヒル
ナミン
ジプ
レキ
サ

塩野
義製
薬 リ
リー

その
他の
与薬
に関
する
内容

右口腔底癌術後２９日目。術後5日目よりドレー
ン類を引っ張る動作あり。胃管カテーテル・気管
カニューレの自己抜去や大声をだす、看護師を
叩くような動作出現。術後23日目に精神科受診
され対症指示に従い向精神薬投与していた。
術後29日目、リスパダール計２．５ｍｇ、ヒルナミ
ン０．２５ｍｇ（０：５０　１７：３０　１８：４４）投与。
その後も暴言・暴力行為認め、２２時に入眠確
認した。２４時　１時と鼾をたて入眠、痰の吸引
や体位変換やおむつ交換を実施。３時の巡視
の際に、弱い呼吸から自発呼吸消失・瞳孔散
大・意識レベル低下・頸動脈触知不可であった
ので胸骨圧迫心臓マッサージ＋ＶＢＭ換気開
始。当直歯科医診察依頼、ハリーコール。３：２
１ＲＯＳＣ、３：３３自発呼吸再開。経口挿管しＩＣ
Ｕ入室となる。

1.下顎歯肉癌の術後で、向精
神薬の投与経路が術前の経
口から経管へ変更になった。
２．定期服用薬でコントロール
中であった向精神薬を定期的
に服用できず、頓用薬での対
応になった。
３．コルサコフ症候群で患者自
身が術後の状態を理解できて
いない。
４．主科が歯科口腔外科であ
り、リエゾンとして精神科医師
が関わり合っているため、下顎
の患部の状態と精神症状の状
態の総合判断が主科の主治
医では困難である。
５．家族の付きそいなどの介入
が出来ていない。
６．一般病棟での複数の向精
神薬同時使用かつ薬剤調整
の患者の対応に不慣れであ
る。
７．難しい症例での精神科医
師、歯科口腔外科、看護師、
家族含めた合同カンファレンス
での情報共有が出来ていな
い。

１．患者・家族の同意説
明時には、経口摂取の出
来ない期間や、術後の嚥
下障害を考慮した投薬の
経路変更の可能性につ
いての説明を行う。
２．定期内服が出来なく
なった場合のリスクにつ
いて、事前に主科の歯科
口腔外科医、精神科医
師、看護師で評価を行っ
て情報の共有と安全な環
境を整える。
３．主科の口腔外科医お
よび精神科医師合同で家
族に病状説明と経過説明
を実施する。
４．必要時家族の付き添
うなど患者が安心できる
環境作りを提案する。
５．患者の投与した薬や
病状に応じた安全な環境
をチームで整える。

ヒルナミン等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。



製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（副作用、情報不足等）
（医療事故）
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No
事故
の程
度

販売名
製造販
売業者

名

事故の
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17

障害
残存
の可
能性
があ
る
（高
い）

アバ
スチ
ン点
滴静
脈用
100ｍ
ｇ

中外
製薬

禁忌
薬剤
の処
方

患者は盲腸癌・多発肝転移の診断で、結腸右
半切除術施行。肝転移は切除不能状態であっ
た。手術14日後、アバスチンを通常使用量で投
与した。アバスチン投与開始約1週間後に発熱
あり．その後、保存的に加療を実施した。汎発
性腹膜炎と診断。腹腔内ドレナージ術を実施。
吻合部穿孔であることが発覚し、同日、人工肛
門造設術・腹腔内ドレナージ術を行った。

・主治医は、今まで術後患者
にアバスチンのレジメンを導入
したことは複数回経験したこと
があったが、また、消化管穿孔
を起こす可能性がある事は認
識していたが、切除不能の肝
転移があり予後不良のため早
急な化学療法導入が必要と考
えていた。
・化学療法の開始時は当事者
とその指導医との中では検討
されたが、術後の患者に慎重
投与しなければならないことを
見落としていた。・診療科内で
の回診やカンファランスの場で
の検討がなされなかった。
・病棟薬剤師は化学療法開始
時には薬剤師がレジメンを確
認をしていたが、消化管穿孔
を起こす可能性がある事を認
識していなかった。

患者の手術以外の治療
方針についても、薬剤師
等を含めたカンファランス
で十分検討し治療にあた
る。

アバスチ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。

18

障害
残存
の可
能性
があ
る
（低
い）

フェジ
ン静
注40

日医
工

その
他の
与薬
に関
する
内容

外来診察終了後、医師より、フェジン40＋ブドウ
糖20mL静脈注射の指示があり、ヒダリ前腕に
23Gの翼状針を刺入した。逆血確認し、5mL注
入したところで、刺入部痛出現したが、刺入部
周囲の腫脹・注入時の痛みなかったことから、
注入を継続。10mL注入時点で、腫脹・疼痛認
め、抜針した。抜針後、３×５センチの腫脹・皮
下出血をみとめ、産婦人科医師診察し、経過観
察となった。１か月後の再診時、皮下出血部の
色素沈着が残存しており、皮膚科受診にて、色
素が残存してしまうことの説明を受けた。

フェジンが血管外漏出時に注
意を要する注射剤（非発泡性）
に指定されていることを医師・
看護師ともに、認識していな
かった。そのため、その場での
対処方法が十分に実施されて
おらず、本人への指導もしてい
なかった。薬剤部や皮膚科へ
の相談が遅れた。

・院内の「血管外漏出に
注意する注射剤一覧」を
確認し、対処する。
・血管外漏出時には、そ
の場で、薬剤の吸収を促
す処置を行う。
・自宅でのケアと受診の
必要性について指導をす
る
・薬剤部への相談・皮膚
科受診をする。

投与部位の点滴漏れ、腫脹、疼痛を認
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。



製造販売業者によるモノの対策は困難と考えられた事例（副作用、情報不足等）
（医療事故）
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売業者
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19

障害
なし

パクリ
タキ
セル
注１０
０ｍｇ
／１
６．７
ｍＬ
「ＮＫ」

日本
化薬

その
他の
与薬
に関
する
内容

パクリタキセルを16時10分から投与しており，そ
の後は刺入部，全身状態ともに著変はなかった
が，18時55分ナースコールがあり訪室すると呼
吸苦の訴えがあり，呼吸促迫著名にみられるよ
うになった。すぐに当該薬品の投与を中止し，
酸素量を5リットルに増量し対応する。その後
徐々に呼吸改善してきたため酸素量を3リットル
に減量し様子を見るが，再度呼吸苦増強が
あったため，ＩＣＵ入室となった。

薬剤に含有されているアル
コールの関与（患者がアル
コールに弱かった）ことと，胸
腺癌の存在と，放射線治療後
であり，心臓の障害，有害事
象が発生しやすい状態であっ
たこと。

初回の薬剤投与の際は，
急性の有害事象が発生
することがあり，慎重に経
過を観察することが重要
である。
患者本人にも何かあれば
コールするよう申し伝え，
場合によってはモニター
の装着も検討する。

パクリタキセル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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