
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）

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

1

障害
なし

フル
オロ
ウラ
シル
注

東和
薬品
株式
会社

その
他の
与薬
に関
する
内容

患者より点滴挿入部の疼痛の訴えあり。刺入
部が軽度腫脹していたため，他の看護師に逆
血ありを確認してもらった。すぐに主治医報告
し，診察にて逆血あるも念のため抜針の指示を
受けた。その後フルオロウラシルの継続投与の
指示があり，主治医にて前腕部ＣＶポ－トにリ
ザーバー針を挿入し投与を再開。また，投与後
の経過観察の指示もあり。投与終了後再度抜
去部の観察をしたところ硬結を認めたため主治
医に報告し，クーリングと皮膚科受診の指示と
なった。

今回の化学療法導入後にポー
ト造設となったため，末梢静脈
からの投与であった。
皮膚科受診にてステロイド軟
膏塗布し，以後継続して塗布
するよう指示があった。

化学療法実施前にポート
を造設してもらうよう治療
スケジュールを検討す
る。

投与部位の疼痛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､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
（高
い）

アドリ
アシ
ン注
用50

協和
発酵
キリ
ン株
式会
社

その
他の
与薬
に関
する
内容

濾胞性リンパ腫（再発）の患者に対して、右手
橈側から静脈留置針にて血管を確保し、輸液
ポンプにてＲ－ＣＨＯＰ療法を開始した。
リツキサンとオンコビン投与後、１８：００頃から
アドリアシン４９ｍｇ＋生理食塩液１００ｍＬを投
与し異常がないことを確認した。
１９：２０頃エンドキサン投与のため確認した際、
右上肢の腫脹を認めた。アドリアシンの血管外
漏出を考え、シリンジで吸引しながら静脈留置
針を抜去したが、血管外に漏れた薬剤や薬液
量も確認できなかった。当直医に報告したが指
示がなく、看護師の判断にてアクリノール湿布
を開始した。
２３：３０頃患者が血管外漏出部位の疼痛を訴
え、当直医にステロイド外用薬の処方を依頼
し、０：４２にデルモゾール軟膏が処方された。
１：００看護師から主治医に血管外漏出を報告
し、１：４５に主治医が静脈留置針の刺入部周
囲にデトキソール４ｍＬ＋キシロカイン１０ｍＬの
局所注射を実施した。
血管外漏出部分の発赤や腫脹は右上肢まで拡
大し、３日目には水疱（２～１５ｍｍ大、１５個）
が形成された。６日目には水疱の多くが破綻し
徐々に潰瘍形成が認められて、創傷処置と抗
菌薬・抗生物質の投与が行われた。
１９日目に形成外科へ紹介受診となった際に
は、皮膚全層にわたる潰瘍形成、壊死組織の
付着が認められた。６１日目に形成外科にてデ
ブリードマンが実施された。

看護師が点滴漏れを発見後、
当直医に抗癌剤の点滴漏れ
の対処を確認するが当直医か
らは返答なく冷却を続けた。
主治医がステロイド外用薬は
使用せず、デトキソール４ｍＬ
＋１％キシロカイン１０ｍＬを刺
入部周囲に皮下注射した。１
９：３０分までは６時間おきに１
５分間の冷却を行うよう主治医
より指示があり、その後６時間
おきに１５分間のアクリノール
湿布冷却を行った。

・抗がん剤治療の説明を
行って同意書を取得する
際には、必ず患者・家族
に血管外漏出についての
説明を行い、些細な感覚
変化も報告するよう指導
する。
・患者に抗がん剤治療の
経験がある場合は、その
際の血管外漏出の有無
を確認する。
・静脈留置針を固定する
際には、刺入部と腫脹の
有無が観察できる位置に
透明フィルムやテープ類
を貼付する。
・抗がん剤を投与する前
には、刺入部の腫脹・発
赤等の確認と共に、輸液
ボトルを下げて血液の逆
流があることを確認する。
(以下次ページ）

投与部位の点滴漏れ等を認めたとのこ
とであるが、手技を含めた原因等の詳細
が不明であり､モノの観点からの検討は
困難である。

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容
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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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

2

障害
残存
の可
能性
があ
る
（高
い）

アドリ
アシ
ン注
用50

協和
発酵
キリ
ン株
式会
社

その
他の
与薬
に関
する
内容

3

障害
なし

エス
ラック
ス

MSD その
他の
与薬
に関
する
内容

全身麻酔施行時。プロポフォール静注し麻酔導
入となる。その後、挿管のため筋弛緩薬のエス
ラックス静注。その後顔面紅潮出現。更に全身
に紅潮範囲拡大。挿管は施行できるが、血圧
低下みられた。アナフィラキシーショックと判断
し、手術中断。挿管のままＩＣＵ搬送となった。

患者要因。
アナフィラキシーショックへの
対応は的確であった。
その後の対応についても的確
な対応ができていた。

現状のままで可能。 エスラックスによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。

・起壊死性抗がん剤が漏出した場合は、観察時間や観察項目等の記録内容をフォーマット化し、テンプ
レートを利用して入力する。また頻繁に観察を行い、できる限り血管外に漏出した薬液量を把握する。
・部署毎に化学療法（抗がん剤）について勉強会を開催し、自部署で使用する抗がん剤に関する知識を深
める。
・血管外漏出時の対応薬（サビーン）を常備する。
・抗がん剤漏出時の対応について、現有の院内基準を修正し周知する。
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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）
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4

死亡 ヒュー
マリン
Ｒ

日本
イー
ライリ
リー
株式
会社

その
他の
与薬
に関
する
内容

食道胃接合部癌にて当科初診。食道胃接合部
癌については腋窩リンパ節転移疑い、腹膜播
種疑いにて化学療法開始となる。SOX1クール
施行。汎血球減少を認め中止。輸血施行。wPT
X＋Cyramzaを開始から約1ヵ月後の5時40分、
発熱、倦怠感のため来院。発熱性好中球減少
症と診断され緊急入院。 点滴加療・抗生剤、輸
血4単位、GCF-S投与開始。 糖尿病に対して入
院後はインスリンスケールで対応していた。当
日は、17時台にスケールでヒューマリンRした
が、その後血糖値を再検したところ400以上と
高値が続くためヒューマリンRを追加投与した。
眠前にも、血糖値が237のためスケールで
ヒューマリンRを施注した。１時、3時に看護師が
オムツ観察・交換したが熟眠している様子であ
り、明らかな冷汗や振戦などの低血糖症状は
認めなかった。しかし、朝の巡回時に呼名反応
なし。JCS300、対光反射あり、瞳孔散大無し。
血糖値「Low」であったため、点滴開始と50％ブ
ドウ糖液を静注。その後血糖値は改善するも意
識レベル改善無し。採血・血液ガスの分析上は
明らかな異常無し。CT、MRI にて精査するも脳
に明らかな器質的異常なかったが、その後、死
亡。

今回の意識レベル低下の原因
を精査したが、ＭＲＩでラクナ梗
塞は認めたが広範囲な脳梗塞
は認めなかった。今回追加投
与したインスリン量は、合計で
28単位であり、明らかな過量
投与とは言えないが、癌性悪
液質の患者は恒常性が低下
し、血糖値の変動が予測困難
な場合がある。低血糖と意識
消失との因果関係は不明であ
るが、あと数回の血糖チェック
があれば防止できた可能性は
否定できない。糖尿病に対して
は血糖コントロール不良のた
め、当院の糖尿病内科に入院
してインスリン強化療法を行っ
ていた。

高血糖が持続してコント
ロール困難となった場合
は、早期に専門診療科に
コンサルトする。インスリ
ンを追加投与した場合
は、頻回な血糖値の測定
を行う。

ヒューマリンＲによる副作用症状の可能
性も考えられ、モノの観点からの検討は
困難である。

5

障害
なし

５－Ｆ
Ｕ注１
０００
ｍｇ ド
セタ
キセ
ル点
滴静
注液
２０ｍ
ｇ／２
ｍＬ
「サン
ド」

協和
発酵
キリ
ン サ
ンド

その
他の
与薬
に関
する
内容

本体ルートより５－ＦＵを点滴中、側管点滴より
ドセタキセルを開始した。12時35分の観察時は
刺入部周囲の腫れはなく、点滴の摘下も良好
であった。12時50分、ナースコールがあり点滴
が滴下していないことと点滴刺入部の腫脹、痛
みを訴えられた。点滴もれと判断し、吸引しな
がら抜針し、皮膚科にてリンデロン皮下注射を
実施した。

側管点滴を開始したときから、
同時に点滴することが難しく、
滴下に落ちムラがあったが、
刺入部の異常がないため大丈
夫だと思い込んでしまった。

どのような状態で点滴も
れを疑うのか、知識を得
る機会を作る。

投与部位の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､モノの観点からの検討は困難
である。
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6

障害
なし

５－Ｆ
Ｕ注１
０００
ｍｇ

協和
発酵
キリ
ン

その
他の
与薬
に関
する
内容

末梢持続点滴にて生理食塩液５００ｍＬに５－Ｆ
Ｕ１０００ｍｇを溶解し末梢持続点滴をしていた。
１時間ごとに、血液が点滴ルートへ逆流するこ
とを確認し、血管外漏出の有無について確認を
していた。１４時３０分に確認をしたときは腫脹、
刺入部痛、発赤はなく、血液の逆流もあった
が、１５時３０分に刺入部周囲に腫脹があった。

１時間おきに観察をし、異常は
なかったが、２５０ｍＬ／時間で
投与する側管点滴を始めたこ
ろから血液の逆流が確認でき
るまでに時間がかかるように
なっていた。急速投与する点
滴を側管点滴で同時に投与し
ていた。

急速投与する側管点滴を
行うときは、観察の頻度
を１時間より短い間隔と
する。

投与部位の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､モノの観点からの検討は困難
である。

7

障害
なし

コスメ
ゲン
静注
用０．
５ｍｇ

ノー
ベル

その
他の
与薬
に関
する
内容

血液の逆流を確認し留置針が静脈内に入って
いることを確認しながらアクチノマイシンＤ（コス
メゲン）を側管静脈注射していた。途中から注
射針の刺入部に痛みが生じたため投与を中
止。別の点滴ルートを確保し残りの薬剤を投与
した。

化学療法を繰り返しているた
め、留置針挿入が困難。

抗がん剤の静脈注射時
はより慎重に投与する。

投与部位の疼痛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､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
（低
い）

カル
ベニ
ン

第一
三共

その
他の
与薬
に関
する
内容

蜂窩織炎、静脈炎を疑い、静脈切除を施行し
た。

カルベニン0.5g2バイアルと生
理食塩水100mLで投与。添付
文書では0.25g及び0.5gを
100mL以上で溶解とあり高濃
度であった可能性があるが、
メーカーへ問い合わせたところ
問題ないとのこと。また、重大
な副作用として他のカルバぺ
ネム系抗菌薬において血栓性
静脈炎が現れることがあると
の記載もある。血管外漏出の
可能性もあるが、滴下に問題
なく投与と看護記録にあり。

用法、用量に関連する使
用上の注意を把握し使用
する。点滴刺入部の観察
と記録の徹底。薬剤部と
の情報共有。

カルベニンによる副作用症状の可能性も
考えられ、モノの観点からの検討は困難
である。
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9

障害
なし

オイ
パミロ
ン300
シリン
ジ
300m
L

コニ
カミノ
ルタ
株式
会社

その
他の
与薬
に関
する
内容

舌癌の経過観察で造影CT撮影を行ったが、撮
影直後から咳嗽が出現し、その後アナフィラキ
シーショックをきたした。直ちに放射線科医師に
より、薬物投与（エピネフリン0.1%　0.3mL筋肉注
射、ポララミン5mg静脈投与、生食100mL+ソル
コーテフ200mg静脈投与等）などの処置が行わ
れ、血圧低下、全身の発赤、呼吸苦、Spo2は回
復した。遅延型のアレルギー症状が出る可能
性もあったため、経過観察の為1日入院した。

・過去にも同様の造影剤を使
用し撮影を行っているが、アレ
ルギー症状の出現はなかっ
た。

・アレルギー既往はない
ことから、防止することは
できなかった。
・当該患者に対しては、
今後造影剤検査を施行し
ない。

オイパミロンによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。

10

障害
なし

コアヒ
ビ
ター
注射
用
10mg

陽進
堂

その
他の
与薬
に関
する
内容

9:00受け持ち看護師はソルデム３A500ｍLにコ
アヒビター10mgを溶解し点滴を開始した。
9:16患者よりナースコールがあり看護師が訪室
するとジェスチャーで呼吸苦痛を訴えた。看護
師は点滴を中止し酸素投与、ラクテック500ｍL
を点滴開始、医師に連絡した。
9:23医師が到着時、JCS300、血圧測定不可、
呼吸停止。蘇生処置、人工呼吸器装着にて呼
吸状態が回復した。
翌日、人工呼吸器を離脱し、抜去。
その後、後遺障害みられず、退院した。

前回コアヒビターを使用した時
はアレルギー反応が起きな
かった。
一度使用した薬剤でアレル
ギー反応を起こすことを予測で
きなかった。

薬剤使用の際は投与後
の観察を十分行う。
アレルギー反応が起こっ
た際は速やかに処置、対
応できるような体制を整
えておく。

コアヒビターによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。

5
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1：00　家族へIC。ICUにてショックに対する治療
開始。メイロン、献血グロベニン、ノルアドレナリ
ン、挿管、人工呼吸器管理となる。尿培養提
出。
7:00頃　　右大腿部硬結、発赤ありエコー施行
もあきらなか膿瘍なし、PMX開始。循環器内
科、ICTコンサルトした。細菌性の敗血症性
ショックから多臓器不全となりつつある状況が
最も疑わしいと考えられ原因としては皮膚軟部
組織感染症の可能性があった。
19:00　CT検査施行。左上腕近位、右大腿～殿
部、腸骨筋、左大腿におけるガス産性菌による
感染症、盲腸から下部上行結腸にかけて壁肥
厚と壁に沿ったairがあり、同様の感染の可能
性。整形外科に緊急手術依頼。22：55切開排
膿、デブリドメント。
入院2日目、起炎菌がClostridium septicumと判
明し、アンピシリン・スルバクタム投与。以後、
循環、呼吸器管理、抗生剤、洗浄、ドレナージ
によるガス壊疽の治療継続。形成外科、整形外
科にてデブリードメント。
以降、感染コントロール困難、循環動態不安定
となり徐々に血圧低下。その後、死亡確認、剖
検。

乳癌化学療法１コース目に、
発熱性好中球減少を来たし急
激な経過で、ガス壊疽、敗血
症性ショックを来した。

診療科内でM & Mカン
ファレンス開催し今回の
事例への対応につき検討
した。
・救急搬送時の対応
→意識障害と循環不全に
ついて、頭部CT検査や神
経内科、循環器内科コン
サルト。ICUでの呼吸循
環管理。
・血液培養のタイミング
→本来なら抗生剤を投与
前に行うべきであったが、
最終的には起炎菌は特
定できた。
・予防的G-CSF製剤の投
与
→今回の抗癌剤のメ
ニューEC療法は、
FN20％以下なのでガイド
ラインに基づき、投与は
不当と判断した。

12

障害
なし

５－Ｆ
Ｕ注１
０００
ｍｇ

協和
発酵
キリ
ン

その
他の
与薬
に関
する
内容

５－ＦＵ入りの点滴を末梢持続点滴中。10時こ
ろ点滴の刺入部を確認した際には発赤、腫脹、
疼痛はなく、血液の逆流もあった。11時頃主治
医より刺入部より中枢側に浮腫があり血管外
漏出していると指摘される。

以前にも血管外漏出したこと
のある患者だった。

患者へ注意点、どのよう
なときに医療者へ知らせ
るべきかを説明しておく。

投与部位の点滴漏れ等を認めたとのこ
とであるが、手技を含めた原因等の詳細
が不明であり､モノの観点からの検討は
困難である。

エンドキサンによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。

・ガス壊疽の治療について
→可及的なデブリと起炎菌に対する抗生剤。切断は家族が同意されなかった。
乳癌化学療法１コース目に、発熱性好中球減少を来たし急激な経過で、ガス壊疽、敗血症性ショックを来
した。
一般的に外来でも行われる化学療法であり、経過は劇症的であり、予測は困難だったと考察された。

その
他の
与薬
に関
する
内容

ファイ
ザー
塩野
義

ファ
ルア
ビシ
ン エ
ンドキ
サン

死亡

11
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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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

13

死亡 エリ
キュ
ース
錠２．
５ｍｇ

ＢＭＳ 過剰
投与

病態把握のために実施した心臓カテーテル検
査後から、異常行動（心電図モニターをポータ
ブルトイレに入れるなど）が観察されていた。翌
日になり、軽度の意識障害も認められたことか
らCT検査を実施したところ、脳出血が認められ
た。脳神経外科に紹介後、保存的に治療を行う
こととなった。その後、患者は心アミロイドーシ
スによる心室頻拍や肺出血を発症し、死亡し
た。
脳出血や肺出血はアミロイドーシスによる血管
の脆弱性によるものと思われるが、血液凝固阻
止剤服用の影響も否定できない。

心房細動がある心アミロイドー
シスの患者に、血液凝固阻止
剤（エリキュース錠）を投与して
いた。
心不全が改善したことにより体
重が徐々に減少しており、また
利尿を促したことにより脱水状
態となり腎機能も増悪してい
た。

患者の身体的状況や血
液検査の変化に応じて早
急に薬剤の用量変更を
行う。

エリキュースによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。
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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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

輸血後の肺水腫、呼吸困難、低酸素血症、心
停止

当院で消化管原発悪性リンパ
腫の治療歴がある介護老人保
健施設入所中の患者が、高度
貧血（Hb4.8）にて他院より救急
搬送された。
入所中に黒色便が認められて
いたことから消化管出血を疑
い、造影CT検査を実施した。
両側の胸水貯留や胸腹部のリ
ンパ節腫大、肺うっ血等が認
められたが、明らかな急性出
血の所見は認められなかった
ことから、赤血球液-LR　4単位
（280mL×2パック）を約4時間
かけて投与した。
輸血終了から約1時間30分後
に呼吸困難と頻脈が出現し
た。胸部X線検査では、両側浸
潤影が認められたことから、急
性心不全と考えて不整脈用剤
と利尿降圧剤を投与し、経過
観察とした。
輸血終了から2時間30分後に
心肺停止となり、コードブルー
を要請すると共に心肺蘇生を
開始した。心拍の再開が認め
られてICUに収容したが、同日
再び心肺停止となり死亡した。

TRARIであれば、抗HLA
抗体を有する輸血ユニッ
トの排除（日赤の業務）が
望まれる。
TRARIについては輸血ユ
ニットだけの問題では無
く、患者の白血球が（誤
嚥性肺炎などによって）プ
ライミングされた準備状
態にあった可能性も考え
られることから、他施設側
においても容態が重症化
する前に紹介・搬送する
事が望まれる。
高度貧血になって来院し
たのは、患者がマントル
細胞リンパ腫の経過観察
を自己中断しており、消
化管にマントル細胞リン
パ腫が再発して消化管出
血を来たした結果、重症
貧血を来して緊急受診と
なった可能性が考えられ
ることから、悪性リンパ腫
患者の経過観察を厳重
に行うことで防止できる可
能性がある。

TACOであれば輸血ス
ピードを遅くする、あるい
は輸血を２単位に止めて
おく対応を考慮する。

輸血による副作用症状の可能性も考え
られ、モノの観点からの検討は困難であ
る。

輸血後6時間以内に発症した急性呼吸不全であるため、TACO（輸血関連循環
負荷）・TRARI（輸血関連急性肺障害）等の鑑別が必要となった。
日本赤十字社に依頼して検証した結果、TRARIは否定された。

その
他の
輸血
実施
に関
する
内容

死亡

14
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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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

15

障害
なし

注射
用エ
ンドキ
サン５
００ｍ
ｇ オ
ンコビ
ン注
射用
１ｍｇ
ドキソ
ルビ
シン
塩酸
塩注
射液
５０ｍ
ｇ「サ
ンド」

塩野
義 日
本化
薬 サ
ンド

その
他の
与薬
に関
する
内容

初めての化学療法の患者。開始前に血管外漏
出の危険性と留置針の入っている方の腕はあ
まり動かさないことなど説明する。オンコビンの
側管靜注時、その後のドキソルビシンの側管点
滴時には点滴刺入部の腫脹、痛みはなかっ
た。エンドキサン開始時も刺入部に異常はなく、
血液の逆流も確認できた。エンドキサン開始１５
分後、患者よりナースコールがあり「トイレに
行ったらここ（点滴刺入部）が腫れてきた」と言
われる。点滴刺入部に数センチの腫れあり。血
管外漏出と判断し、抜針、皮膚科医にて診察。
リンデロンの皮下注後、ステロイド外用塗布。エ
ンドキサンは留置針を留置し直して再開。皮膚
症状は悪化することなく改善した。

高齢であり、点滴が漏れやす
い血管であった。

年齢、血管の状況によっ
ては末梢静脈点滴ではな
くＰＩＣＣカテーテルなど中
心静脈カテーテルなどの
選択も考慮する。

投与部位の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､モノの観点からの検討は困難
である。

16

障害
なし

不明 不明 その
他の
与薬
に関
する
内容

患者は初造影で、問診票にてアレルギーや喘
息がないことを確認した。造影後にくしゃみと顔
面発赤をを認めたためバイタルを確認し、血圧
120/80mmHg。SpO2：98％であった。発疹や呼
吸苦もないため問題ないと判断し留置針を抜針
した。その後、廊下に出たところで意識消失し
倒れた。橈骨動脈は触知できず、呼びかけに
反応もないためアナフィラキシーショックを疑
い、院内緊急コールを発令した。血管確保の最
中に意識が回復し、病棟へ戻り点滴処置にて
経過観察となった。

造影剤は初回であったが、ア
レルギー素因はなく予知するこ
とは困難であった。

アレルギーは一定の頻度
で起こり得るため防ぐこと
は難しいが、患者の変化
に早急に気づくことが重
要と考え、職員教育を行
う。

造影剤による副作用症状の可能性も考
えられ、モノの観点からの検討は困難で
ある。
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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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

17

障害
なし

ビー
フリー
ド
500m
L

大塚
製薬

その
他の
与薬
に関
する
内容

ビーフリード500mLを上肢の末梢静脈から輸液
していた。朝のラウンド時に漏れていることに気
づく。上肢全体に腫脹、暗赤色に変色し、浸出
液ありで皮膚科受診し右上肢潰瘍と診断され
軟膏処置となった。

ビーフリードは浸透圧が高く漏
れたら潰瘍形成をきたすという
認識はあったが夜間でもあり、
十分な観察が行われなかっ
た。

漏れるとリスクのある輸
液について周知をはか
る。夜間も持続する必要
があるのか、観察が必要
な輸液の場合は日中に
入るようにするなど医師と
検討する。点滴トラブル
の対処法について周知徹
底を図る

投与部位の点滴漏れ等を認めたとのこ
とであるが、手技を含めた原因等の詳細
が不明であり､モノの観点からの検討は
困難である。

18

障害
なし

オイ
パミロ
ン

コニ
カ

その
他の
与薬
に関
する
内容

患者はB型解離発症後定期的造影CTを実施し
ていた。９：２６検査が終了した頃より、空咳が
出現し、造影剤の副作用を疑っていると、顔面
発赤、気分不快を認め、血圧も低下し、測定不
能となった。直ちにCT検査室でアドレナリン０．
１%０．５mlを右大腿四頭筋へ筋肉注射し、血圧
は収縮期血圧８０ｍｍHg台まで上昇した。ポラ
ラミン投与後、ソルコーテフ１００ｍｇを静注開始
したが、血圧は８０ｍｍHg台から上昇せず、循
環が不安定であったためカタボン４．０ｍＬ/ｈで
投与開始した。経過観察の為HCUへ入院とし
た。入院後血圧は上昇し安定した。

過去に造影CTを行っている
が、アレルギーを発症したこと
はなかった。

造影剤アレルギーの既往
がないことから予測する
ことはできない。

オイパロミンによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。
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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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

19

障害
残存
の可
能性
なし

１％
プロ
ポ
フォ
ール
注

丸石
製薬
株式
会社

過剰
投与

ペンタジンとプロポフォール下で、ERCP前処置
の鎮静中であった。末梢点滴ルートを確保し、
バイタルチェックしながら、プロポフォールを持
続投与と併用で2mLずつフラッシュし状態を確
認していた。鎮静はまだかかっておらず、咽頭
反射あり顔面をしかめ体動もあった。モニター
監視中、心拍数が20～30台に低下した。プロポ
フォール中止し硫酸アトロピン1A静注、心拍数
軽度上昇したが、再び18回/分に低下しチア
ノーゼとなった。すぐに体位を腹臥位から仰臥
位とし、アンビューマスク13L/分酸素投与開
始。心電図モニター上波形がはっきりせず、心
肺停止（PAE）と判断し心肺蘇生を行った。その
後心拍数100台、血圧120台に回復したが、麻
酔がかかっており覚醒しない状態で意識レベル
はっきりせず、集中治療室で全身管理を行っ
た。
急変から蘇生による回復まで約5分。使用薬剤
はペンタジン7.5mg×2回、プロポフォール総量
50.4mLであった。

・プロポフォールは、適切な鎮
静深度が得られやすく速やか
な覚醒も得られるため、消化
器内科における内視鏡治療
（ERCP、ESDなど患者への侵
襲が大きい治療）に使用してき
た。
・患者は、大柄で首の短い肥
満体型（身長=168.0cm、体重
=92.1Kg、BMI=32.63）。アル
コールの多飲歴があり麻酔が
効きにくく、バイタルチェックし
ながらプロポフォールを2mLず
つフラッシュしたが、フラッシュ
が13分間に14mLと多量投与と
なった。
・検査時の体位は腹臥位のた
め、胸部圧迫による影響も考
えられた。
・心電図モニターにて心拍や
SPO2の監視は出来るが、呼
吸状態は観察しにくい状況で
あった。

・ハイリスク患者をアセス
メントし、手術室において
麻酔科医師の管理下で
内視鏡治療を行う。
・内視鏡治療で鎮静に使
用する薬剤を他剤に変更
し、プロポフォールの使用
を中止する。
・呼吸モニタリングができ
る機器の導入。

プロポフォールによる副作用症状の可能
性も考えられ、モノの観点からの検討は
困難である。

20

障害
なし

アー
ビタッ
クス
注射
液
100m
g

メル
クセ
ロー
ノ株
式会
社

その
他の
与薬
に関
する
内容

アービタックス投与開始10分後インフュージョン
リアクションで脈触れず，呼吸低下あり急性循
環不全を来したため投与中止した。緊急カート
に搭載されている薬品名把握が出来ておらず，
投与に手間取ったが，薬剤投与行い，声かけ
にて開眼するまで意識は回復し，その後の化学
療法は中止とした。

・副作用出現時に病棟の薬品
名把握が出来ていなかった。
・経験年数の浅いスタッフ同士
で緊急時対応となった。

・緊急カート，マニュアル
の見直し，作成。

アービタックスによる副作用症状の可能
性も考えられ、モノの観点からの検討は
困難である。

11



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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

21

障害
なし

イオメ
ロン
350

ブラッ
コ・
エー
ザイ
（株）

その
他の
与薬
に関
する
内容

イオメロン350（100mL）使用し胸腹部造影ＣＴ検
査施行後、検査台から立ち上がった際、膝から
崩れ落ちるように倒れた。頚部から上胸部にか
け発赤認めていた。放射線科医が意識レベル
確認、救急医が呼吸状態確認しバッグバルブ
マスク換気、エピネフィリンを投与した。心停止
認めたためＣＰＲ開始。救急医が適宜エピネ
フィリン投与、放射線科医は心臓マッサージを
開始。その後まもなくして心拍再開を認めた。

過去に当院にて造影剤投与歴
は複数回あり、今までは造影Ｃ
Ｔ検査終了後にアレルギー症
状は認めていない。

造影剤投与歴があり、ア
レルギー歴がない場合で
も造影剤アレルギーを起
こす可能性があるため、
造影剤投与後は慎重に
患者の観察を行う。また、
容態が急変した場合はバ
イタル測定を迅速に行
う。

イオメロンによる副作用症状の可能性も
考えられ、モノの観点からの検討は困難
である。

22

障害
なし

イオメ
ロン
350

ブラッ
コ・
エー
ザイ
（株）

その
他の
与薬
に関
する
内容

11時40分、イオメロン350を135mL使用し造影Ｃ
Ｔ検査施行後、検査台から立ち上がりその後崩
れるように座り込んだ。呼名反応あったが、尿
失禁あり、全身発赤あり。アドレナリン1mg/2Ａ
筋肉注射した。自発呼吸あり。酸素投与、ルー
トより生食500mL開始。冷汗著明。意識レベル
低下、アドレナリン1mg1/2Ａ皮下注。駆けつけ
た救急医によって吸引施行、アドレナリン
1mg0.2mL筋注。気管内挿管施行し救急部へ搬
送した。その後意識回復し抜管、救急病棟入院
となった。

過去に複数回の造影剤投与
が行われ、1度もアレルギー症
状をきたしたことはなかった。
また、気管支喘息などの禁忌
事項もなかった。

今回のアナフィラキシー
ショックを予測することは
困難であったと考えられ
るが、過去にアレルギー
歴がない場合においても
慎重に観察すべきである
と考える。カルテの重要
事項欄に、ヨード造影剤
は禁忌と記載した。なお、
発生後の対応は適切で
あったと考える。

イオメロンによる副作用症状の可能性も
考えられ、モノの観点からの検討は困難
である。

23

障害
残存
の可
能性
なし

イオ
プロミ
ド３０
０注
シリン
ジ１０
０ｍＬ
「ＦＲ
Ｉ」

富士
フイ
ルム
ＲＩ

その
他の
与薬
に関
する
内容

撮影後、予定されていた透析を行うため透析室
に移動したの後、アナフィラキシーショックが発
生した。
アドレナリン皮下注、輸液を行い透析は中止し
た。

CT撮影終了時に気分不快を
訴えていた。症状が明確では
なかったのでこのタイミングで
対応を開始することは困難で
あったと思われれるが、注意
深く観察すれば早期に処置で
きた可能性はある。

症状が明確になってから
の対応に問題は指摘でき
ない。

イオプロミドによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。
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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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

24

障害
なし

オイ
パオ
ミン
370

コニ
カミノ
ルタ

その
他の
与薬
に関
する
内容

CT造影検査が終了し、血管留置針を抜針した
後、車椅子に移乗した際に気分不快を訴え、
CT寝台で再び臥床していただいたが、意識消
失発作様の症状が出現し、放射線技師から放
射線科医師に報告があった。
放射線科医師がCT室到着時には、意識レベル
に問題はなく、結膜の充血、橈骨動脈は弱いな
がらも触知できた。静脈ルートを確保を指示し、
最高血圧58mmHgを確認した後、アドレナリン
0.3mLを右上腕に筋肉注射した。下肢を拳上
し、酸素を10L/minで開始、静脈ルートからソル
デム１　500mLを全開で投与した。徐々に最高
血圧は70mmHgになったが、80mmHgを下回る
為、アドレナリン0.2mlを筋肉注射、ポララミン1A
静注、およびソル・コーテフを点滴した。症状観
察の為、1日入院とし病棟に移動した。

・ヨード系問診票で、前回造影
時に副作用は無かったと回答
していた。
・前回ＣＴ造影後、立ちくらみが
あったという情報はあったが、
アナフィラキシーショックを起こ
していた可能性については情
報が無かった。

・過去の履歴に関して、
詳細な情報を収集する。

オイパロミンによる副作用症状の可能性
も考えられ、モノの観点からの検討は困
難である。

25

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２５０ｍｇが生理食塩液５００ｍｌＬ
に溶解されていた薬液を３時間で投与する指示
であった。１１時に開始するときは、点滴刺入部
に腫脹などなく、血液の逆流も確認でき、留置
針は血管内に入っていた。１２時４５分に確認し
たときも点滴刺入部の腫脹、疼痛はなかった。
１３時２５分に観察をしたとき、点滴刺入部に腫
脹あり、血管外へ薬液が漏れた。医師へ報告
後抜針し、皮膚科医にてリンデロンの皮下注
射、軟膏塗布された。

留置針が上腕の外側に留置さ
れていたため、観察しづらかっ
た。患者は食事中であり、食事
のために腕を動かしていたこと
も点滴漏れを起こした要因で
ある。

刺入部に疼痛、腫れなど
が起きた場合、すぐに知
らせるよう患者へ説明す
る。また、刺入部によっ
て、点滴が漏れやすい姿
勢（体制）を伝えておく。

投与部位の点滴漏れ等を認めたとのこ
とであるが、手技を含めた原因等の詳細
が不明であり､モノの観点からの検討は
困難である。
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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）

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

PMDAによる
調査結果

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容

26

障害
残存
の可
能性
なし

プラ
ビック
ス バ
イア
スピリ
ン

サノ
フィ
バイ
エル
薬品

その
他の
与薬
に関
する
内容

中心静脈ポート感染のため入院。外来手術室
でポート抜去術施行し、退院となる(その間、プ
ラビックス・バイアスピリンを１０日間内服中止し
た)。プラビックス・バイアスピリンの内服再開か
ら１０日後、外来受診し、中心静脈ポート再挿
入の入院予約を行い、プラビックス・バイアスピ
リンの内服を中止した。１０日間休薬後、入院
し、手術室で中心静脈ポート挿入術を施行し、
その後、退院した。退院当日午後３時頃、自宅
で前胸部痛が出現し救急搬送となった。救急循
環器内科にて急性心筋梗塞(冠動脈ステント血
栓のため)の診断となり、心臓カテーテル検査お
よび血栓除去術を施行し、退院となった。

冠動脈ステント留置患者であ
り、当院のルールとして、抗血
小板薬を休薬する際は、循環
器内科にコンサルトし、通常、
５日間の休薬であるが、１０日
間休薬した。医師、薬剤師とも
にルールを把握していなかっ
た。

今後、冠動脈ステント挿
入患者への抗凝固薬・抗
血小板の休薬期間の留
意が重要であり、抗血小
板薬の休薬は必ず循環
器医師に依頼することと
した。また、薬剤溶出性ス
テントが留置されて1年以
内の患者や複数ステント
留置、２剤以上の抗血栓
薬内服患者の場合につ
いても循環器内科依頼と
することとした。

抗血小板薬の休薬期間の誤認による有
害事象であり、モノの観点からの検討は
困難である。

27

障害
残存
の可
能性
なし

その
他の
輸血
実施
に関
する
内容

急性リンパ性白血病治療中の男児。化学療法
の影響で骨髄抑制の状態にあり、 Plt 1.2万/μ
Lまで低下した。PC輸血を行う方針とし、9か月
前にRBCに対するアナフィラキシーショックの既
往があることから輸血1時間前にサクシゾン100
mg、ポララミン 2 mgを投与し、PC輸血を開始し
た。輸血開始1時間後に膨疹あり。観察中の看
護師がバイタル測定、ドクターコールを行った。
血圧低下はなかったが、呼吸音減弱と呼気性
喘鳴を聴取し、SpO2 94%まで低下していた。ア
ナフィラキシーGrade4と診断しボスミン 0.15 mg
筋注しベネトリン吸入とポララミン 2mg追加投与
を行い、呼吸音とSpO2は改善した。末梢冷感
があり輸液を負荷した。

9か月前にRBCに対するアナ
フィラキシーショックの既往が
あるため、今回、血小板輸血
の1時間前にサクシゾン100
mg、ポララミン 2 mgを投与した
うえで輸血を開始した。輸血開
始1時間後の膨疹、喘鳴は、処
置により症状は速やかに改
善、家族にも事前に副作用の
危険性について説明がなされ
ていた。
看護師もアナフィラキシー症状
がないかを詳細に観察できて
おり、ショックを起こす前に治
療介入ができた事例と考える。

今回の輸血に際しては事
前にポララミンとサクシゾ
ンの投与を前処置として
行っていたにもかかわら
ずアナフィラキシーを認め
た。血小板製剤の輸注は
今後も不可欠な治療であ
るため洗浄血小板製剤
の使用を行う。輸血に際
しては慎重な経過観察が
継続する。

輸血による副作用症状の可能性も考え
られ、モノの観点からの検討は困難であ
る。
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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）
腫瘍用薬に関連した事例（指示、調剤、準備、実施、実施に伴う確認・観察）

No. 事故の内容 背景・要因 改善策

１２時４０分、夫とともに外来化学療法室へ入室した
患者をリクライニングチェアに案内した。４回目までと
同様に血管を怒張させるため右手前腕にホットパック
を使用し、当番医により、２４Ｇのインサイト針で、右
前腕橈側静脈（手関節より１０ｃｍ程中枢側）に血管
を確保し、前投薬を開始した。１３時２０分、逆血確認
後、タキソテール注射液（タキソテール９５ｍｇを５％
ブドウ糖注射液２５０ｍＬに溶解）を４０ｍＬ／ｈで開始
した。また開始の際、前回と同様に手足症候群予防
のためにフローズングローブとフローズンソックスを
着用しており、フローズングローブの重みで手関節が
屈曲しルートに圧がかかることなどを避けるため、両
腕の下にクッションを敷き、腕の位置を整えた。１３時
３０分、抗がん剤開始による過敏症が無いことを確認
後、逆血があること、漏出のないことを確認し、２５０
ｍＬ／ｈに滴下速度を調整した。タキソテールはアル
コールを飲んだような状態になるため、患者はその
後入眠した。夫も待ち時間を院外で過ごすため退室
された。１３時４５分、１４時ともに、逆血があること、
漏出のないことを確認した。その時点でタキソテール
は残１２０ｍＬ程度であった。その後は、目視下で、滴
下速度が減速していないことを確認した。患者は入
眠しており特に訴えはなかった。

右乳がん術前で、術後の血管確保は左手の
みとする必要があったため、術前は毎回右手
で血管確保し治療を行っていた。このため、血
管が脆弱になり血管外漏出が発生した可能性
がある。タキソテール注射液投与の残り約３０
分間は他の患者対応を行っており、目視での
滴下確認は実施していたが、自然滴下が良好
で減速がないこと、患者は入眠しており体動が
なかったことから、皮膚の観察と逆血確認は
実施しなかったため漏出の発見が遅くなった
可能性はある。患者が入眠しており自覚症状
を早期に発見できなかった。医師による同意
書に血管外漏出の説明が入っておらず、口頭
での説明に終わっていた。

・血管外漏出は合併症として起こ
り得るが、血管確保は右腕と左
腕を交互に行うことで、未然に防
げた可能性はある。
・早期発見については、組織間
隙が広ければ、自然滴下が良好
で減速がなかったとしても血管外
に注入されることを再認識し、滴
下観察だけでなく皮膚・逆血の確
認を行う（特に起壊死性抗がん
剤については15 分毎には行う）。
・タキソテール注射液に関しては
患者に協力を依頼し、起きていて
いただく。あるいは付き添いの家
族が居るのならば協力を得る。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容
PMDAによる調査結果

1

投与部位の腫脹等を認めた
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､モノの観点からの検討
は困難である。

１４時２０分、覚醒した患者から「点滴は落ちていますか」と質問あり、他看護師が目視で減速のないこと、点滴の残量に問題がないこと
を確認し、滴下していることを伝えた。その際、痛みなどの訴えなく、再度入眠された。１４時３０分（タキソテールの残２０ｍＬ程度）、患
者より「ちょっと腕が重だるい感じなんです」と訴えあり、確認すると穿刺部位を中心として１５ｃｍ大の紅斑と、右前腕肘関節より３ｃｍ程
度末梢側に浮腫を認めた。血管外漏出マニュアルに従い、すぐに滴下を中止しシリンジで吸引するが、内容液は吸引できず、逆血もな
く抜針した。刺入部から薬液を押し出したが、極少量の浸出液の排出があるのみであった。漏出部位のマーキングを施行し、すぐに医
師に報告した。その後、壊死性抗がん剤であったため、医師により、穿刺部位を中心に１５ｃｍの紅斑部分に、1％キシロカインポリアン
プ１０ｍＬとソル・コーテフ１００ｍｇ２ｍＬの混注薬を２６Ｇ注射針でまんべんなく皮下・皮内に注射した。皮膚科医師の指示により、再度、
医師により、1％キシロカインポリアンプ１０ｍＬとソル・コーテフ１００ｍｇ２ｍＬの混注薬を、穿刺部位を中心に１５ｃｍの紅斑部分に２６Ｇ
注射針で皮下・皮内注射した。その後、デルモベート軟膏を漏出部分と思われる範囲よりやや広め（手背～前腕全体）に塗布した。皮
膚科の診察までは、手背～前腕全体に対し、アイスノンでの冷却と、挙上を行った。１５時１０分頃、医師の診察をうけ、自宅で患部への
デルモベート軟膏塗布・冷却・挙上、定期的な皮膚科受診が指示された。壊死まで至っていないが、炎症による色素沈着を認めた。
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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）
腫瘍用薬に関連した事例（指示、調剤、準備、実施、実施に伴う確認・観察）

No. 事故の内容 背景・要因 改善策

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容
PMDAによる調査結果

2

ナベルビン注投与のため左手首にスーパーキャス２
４Ｇにて血管確保した。１本目は指示通り投与でき、
２本目のナベルビン注の投与を開始した。逆血があ
り、投与速度も指示通りであった。その後、滴下速度
が遅くなってきたため手の位置などを確認し、初回で
あったためオリエンテーションしながら様子を観察し
ていた。時間がかかりすぎるため他スタッフに声を掛
けて確認してもらうが、速度は早くならなかった。右手
に血管確保しようとしたができなかったため医師に報
告すると、そのままのルートにて実施の指示を受け
た。結果、ナベルビン注投与に１８分要した。その際、
血管炎は確認できなかった。その後、医師が診察しリ
ンデロン軟膏処方となった。７日後の受診の際、皮膚
障害が認められた。

ナベルビン注は、血管炎予防のため１０分以
内で投与しなければならないが、投与に１８分
要したことにより皮膚障害が出現した。

・点滴投与速度が指示通りでな
い場合、早めにスタッフに確認し
てもらう。
・壊死性抗がん剤（タキサン系以
外）投与患者の血管確保時、可
動域の大きい部位で２４Ｇしか挿
入できないようなときは穿刺前に
医師に確認する。

ナベルビンによる副作用症
状の可能性も考えられ、モノ
の観点からの検討は困難で
ある

3

患者は腫瘍用薬の投与をしていた。患者は「昨日、こ
こから点滴をしたんですけど痛くて赤くなっている」と
話した。左前腕に発赤があり圧痛を訴えた。腫瘍用
薬施行時は逆血もあり問題なく終了していた。カルセ
ド注射用がビシカント製剤であり主治医に報告し診察
してもらった。退院であったためステロイドの軟膏の
処方があり「なるべく患部をクーリングしてください。
家でもお願いします。症状増悪時には皮膚科か当院
へ受診してください」と指示があり、患者に説明した。

化学療法施行時は主治医が逆血確認し、カル
セド注射用を投与し問題なかった。患者は異
常をきちんと報告できていた。

・患者指導の継続と、逆血、漏れ
の確実な確認を行い記録する。

投与部位の疼痛等を認めた
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､モノの観点からの検討
は困難である。
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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）
腫瘍用薬に関連した事例（指示、調剤、準備、実施、実施に伴う確認・観察）

No. 事故の内容 背景・要因 改善策

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容
PMDAによる調査結果

4

患者は昨年手術を受け、術後よりＸＥＬＦＯ・アバスチ
ン療法を施行した。今回、中央点滴室で抗がん剤の
点滴（オキサリプラチン１０日目の投与）を施行してい
たところ、開始５分後より咳嗽が出現し気分不良を訴
えたため、点滴を中止し主治医へ報告した。ソル・メド
ロール静注用１０００ｍｇを点滴静注したが、症状が
改善しないため救急コールした。救急スタッフ到着
時、意識レベルはクリアであったが、苦悶様表情、大
呼吸、頻呼吸、両側前胸部喘鳴、全身発赤を認め
た。右肘正中よりラクテック５００ｍＬ静注されており、
気道開通、会話可能、橈骨動脈触知良好で、血圧や
酸素飽和度は保たれていた。アナフィラキシーショッ
クの診断で高度救命救急センターに入室となる。そ
の後、症状は軽快した。

オキサリプラチンに対する過敏症はいつ発症
するか明確ではないが、昨年度の本院中央点
滴室における過敏症発現時期データによれ
ば、プラチナ製剤は７から１６回目（中央値１０
回目）に起きている。本事象も１０回目の投与
で過敏症が発症したものである。本事象にお
いては、知識の共有と連絡体制が周知徹底さ
れていたため、注意深く観察でき、過敏症出現
と同時に決められたルールに従い対応ができ
た。

・抗がん剤の薬理作用及び急変
時の対応方法について再確認し
た。
・中央点滴室内では常に重篤な
過敏症が発症することが予測さ
れるので、発症時の体制につい
て再検討を行い、体制を更に強
化する。

オキサリプラチンによる副作
用症状の可能性も考えられ、
モノの観点からの検討は困
難である。

5

アービタックス注射液の初回投与を開始した。5 分間
患者に付き添い観察を行い、変化が無い事を確認し
退室した。約3 分後に同室他患者のケアのため訪室
すると、患者は振戦し、後ろに倒れこむ様子があり、
スタッフコールをした。全身冷汗と血圧低下・皮疹出
現があり、アービタックス注射液を中止し、ルート内を
吸引した。その後酸素を投与し、ステロイド投与、輸
液負荷を行い約10 分後に改善した。

アービタックス注射液による副作用出現の可
能性については、説明書を用いて説明してお
り、同意書も取得していた。初回投与の時間
は主治医も把握していたが、副作用出現時、
外来処置を行っており、他の医師が対応した。
初回投与で、リスクの高い化学療法であった
が医師と看護師の連携がとれていなかった。

・急変に備えて医師と連携し、連
絡体制の確認や酸素投与等の
事前準備を行う。
・アービタックス注射液初回投与
時の体制について、医師との取
り決めを明文化し、急変時に迅
速に対応できるようにした。

アービタックスによる副作用
症状の可能性も考えられ、モ
ノの観点からの検討は困難
である。
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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）
腫瘍用薬に関連した事例（指示、調剤、準備、実施、実施に伴う確認・観察）

No. 事故の内容 背景・要因 改善策

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容
PMDAによる調査結果

6

肝細胞癌多発肺転移に対し全身化学療法が施行さ
れたが、増大するため気管支動脈および肋間動脈か
ら動注化学塞栓療法を施行した。動注化学塞栓療法
（気管支動脈）施行中に脊髄梗塞を起こし、左下肢の
疼痛、しびれ、麻痺が認められた。

気管支動脈や肋間動脈からの化学塞栓療法
は神経障害のリスクが高い手技である。薬剤
注入に際し、慎重に手技を行ったが、微小な
血管などを見逃していた可能性がある。術前
に本合併症を含め患者に十分に手技の説明
をし、同意を得ていた。

・化学塞栓療法のようなリスクの
高い手技を行うときには、術者の
みならず、複数の医師の詳細な
確認やキシロカインテストを行
う。

化学塞栓療法に伴う副作用
症状の可能性も考えられ、モ
ノの観点からの検討は困難
である。
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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）
免疫抑制・化学療法によるB型肝炎ウイルス再活性化に関連した事例

No. 事故の内容 背景・要因 改善策

1

４年前のＨＢＶ関連検査にて、ＨＢｓ抗原（－）ＨＢｓ抗
体（＋）ＨＢｃ抗体（－）であった。同年、難治性濾胞性
リンパ腫に対して同種骨髄移植を施行した。ＧＶＨＤ
予防でセルセプト及びプログラフを投与していたが、
１年後に終了した。その１ヶ月後、ＧＶＨＤ発症のため
プログラフを再開しプレドニゾロン２０ｍｇ／日を開始
した。同月にＩｇＭ－ＨＢｃ抗体（－）、３ヶ月後にＨＢｓ
抗原（－）を確認した。薬剤は徐々に漸減しプログラ
フは１年間で中止、プレドニゾロンは２．５ｍｇ／日で
維持投与となった。３ヶ月前の尿検査で蛋白尿、血尿
等を認め腎臓内科を紹介受診した。腎生検前のスク
リーニングでＨＢｓ抗原陽性化が判明した。その後、
腎生検を施行され、膜性腎症、糖尿病性腎症等と診
断された。肝障害、再度ＨＢｓ抗体の陽性化を認めた
ことから、ＨＢＶ再活性化に伴う急性肝炎の発症の可
能性が高いと考えられた。

４年前のＨＢＶ関連検査にて、ＨＢｓ抗原（－）ＨＢｓ抗
体（＋）ＨＢｃ抗体（－）であったが、ＨＢＶ再活性化リ
スクのある患者であるという認識が不十分であった。

・抗がん剤治療や免疫抑制療法予定患者で、ＨＢｓ抗
体やＨＢｃ抗体陽性患者については、肝胆膵内科へ
の紹介受診を検討する。

免疫抑制剤によるB型肝炎
ウイルス再活性化の可能性
も考えられ、モノの観点から
の検討は困難である。

公財）日本医療機能評価機構へ報告された内容
PMDAによる調査結果
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