
平成２６年度第３回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２６年９月２５日(木)
(副作用被害判定結果)
No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

1 そううつ病､便秘 ﾘｰﾏｽ錠200 心不全 支給

2
不安､不眠､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症､感冒

ﾂﾑﾗ漢方柴胡加竜骨牡蠣
湯ｴｷｽ顆粒､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg､ｹﾝﾀﾝ錠60mg

間質性肺炎 支給

3 潰瘍性大腸炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾈﾏ注腸
20mg､ｽﾃﾛﾈﾏ､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ坐
剤1.0mg

骨粗鬆症及びそれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折･骨
盤骨折

支給

4
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ･ﾋﾟﾛﾘ菌陽性
慢性胃炎､脂質異常
症､骨粗鬆症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 出血性大腸炎 支給

5 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

馬尾症候群 支給

6 潰瘍性大腸炎

①ｱｻｺｰﾙ錠400mg
②ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠300､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､
ﾒﾁｽﾀ錠500mg

①間質性肺炎
②薬物性肝障害

支給

7 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫のうたがい ﾓｲｵﾊﾟﾐﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

8
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､ﾁｳﾗｼﾞｰﾙに
よる肝障害

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

9
急性前壁心筋梗塞､労
作性狭心症

ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位
/5mL

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症
(疾病)
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症
及びそれに続発した多臓器
不全による死亡(死亡)

支給

10 肺結核

ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ｸﾗﾋﾞｯ
ﾄ錠500mg､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原
末

薬物性肝障害 支給

11 (感冒) ｶｾﾞｺﾞｰﾙﾄﾞｴｰｽ 薬物性肝障害 支給

12
異汗性湿疹(手)､汗疱
(手)

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

13
糖尿病､高血圧､高尿
酸血症､腰椎ﾍﾙﾆｱ､変
形性膝関節症

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｴｶｰﾄﾞ配合錠HD

間質性肺炎 支給

14
更年期障害､自律神経
失調症､ﾊﾟﾆｯｸ障害､逆
流性食道炎､不眠症

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ﾏｲｽﾘｰ錠
5mg､ｵｰｽｷﾞ桂枝茯苓丸
料ｴｷｽG､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30

薬物性肝障害 支給



No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

15
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ125

左側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
左側大腿骨骨頭無腐性壊死
による左下肢機能障害(障
害)

支給
２級
１年毎

16 内痔核 太虎堂の乙字湯ｴｷｽ顆粒 間質性肺炎 支給

17 卵巣癌再発 ｻﾞﾝﾀｯｸ注射液50mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

18 三叉神経痛
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰ
ﾙ細粒50%

房室ﾌﾞﾛｯｸ及びそれに続発し
た心不全､腎不全

支給

19 子宮内膜症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠
左上肢深部静脈血栓症､肺
血栓塞栓症 支給

20 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
注射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ1000､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

21 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

22 不安神経症
ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

23 右肩こり ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症(疾
病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸに続発し
た低酸素脳症による高度脳
機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

24 肋間神経痛
ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ150mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠
10mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

25 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

26 原発不明癌
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注4mg(0.4%)､ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ錠0.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

27 感冒 ﾆﾌﾗﾝ錠75mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給



No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

28
変形性脊椎症､骨粗鬆
症､右変形性膝関節症

①ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ
15㎎｢JG｣､ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg､
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢JG｣､ﾒﾛ
ｷｼｶﾑ錠10mg｢JG｣
②ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢JG｣､ﾒﾛｷｼｶﾑ錠
10mg｢JG｣､ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ注射
液3.6単位

①汎発型薬疹(疾病)
②薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した急
性肝不全による死亡(死亡)

支給

29 黄斑浮腫 ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

30 疼痛､下肢DVT
①ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg
②ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1㎎､ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟ
ﾘﾝ注5千単位/5mL

①小腸穿孔及びそれに続発
した腹膜炎
②脳出血

支給

31 (検診)､心房細動 ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 S状結腸穿孔 支給

32 関節ﾘｳﾏﾁ､糖尿病
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾚﾐ
ｹｰﾄﾞ点滴静注用100､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg

間質性肺炎 支給

33 急性咽喉頭炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

34
急性感染症(上気道炎
うたがい)､胃炎

ｶﾝﾌｧﾀﾆﾝ錠60mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠500mg､ｱｼﾉﾝ錠75mg

薬物性肝障害 支給

35 高血圧､更年期症状

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ漢
方柴胡加竜骨牡蠣湯ｴｷｽ
顆粒

間質性肺炎､薬物性肝障害 支給

36 喉頭ﾎﾟﾘｰﾌﾟ ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害､汎発型薬疹 支給

37
ﾊﾞｾﾄﾞｳ氏病による甲状
腺機能亢進症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰ
ﾙ錠50mg

無顆粒球症 支給

38 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg
薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝
不全による死亡(死亡)

支給

39
子宮内膜症､右卵巣ﾁｮ
ｺﾚｰﾄ嚢胞､うつ状態

ﾔｰｽﾞ配合錠､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
50mg(TYK)

肺血栓塞栓症 支給

40
高血圧症､膜性腎症､
慢性関節ﾘｳﾏﾁ､2型糖
尿病

ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 発熱 支給

41 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL

痙攣 支給



No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

42 両側慢性副鼻腔炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｱﾚｸﾞﾗ
錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

43
関節ﾘｳﾏﾁ､高脂血症､
感冒､急性咽頭炎

PL配合顆粒 再生不良性貧血 支給

44 不明熱､発熱
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞ
ｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢日
医工｣

薬物性肝障害 支給

45 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘ
ﾝ坐剤500㎎

間質性肺炎 支給

46
閉塞性黄疸､急性胆管
炎

ﾓｲｵﾊﾟﾐﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

47 左足蜂窩織炎
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

48 高脂血症､高血圧症
ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg､ｵﾙﾒﾃｯｸ
錠10mg

薬物性肝障害 支給

49
高血圧症､のぼせ､頭
痛､肩こり

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

50 右変形性膝関節症 ﾛﾙｶﾑ錠4mg 出血性胃潰瘍 支給

51
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､骨
粗鬆症､狭心症､脂質
異常症､不眠症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 右大腿骨転子下非定型骨折 支給

52 右大腿ﾍﾙﾆｱ
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

馬尾症候群 支給

53 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給

54 うつ病
ｳｲﾝﾀﾐﾝ細粒(10%)､ﾃﾞﾊﾟｹﾝ
細粒40%､ﾈﾙﾎﾞﾝ散1%

薬物性肝障害 支給

55 肝腫瘍
ｲｵﾌﾟﾛﾐﾄﾞ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL｢FRI｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

56
急性外耳道炎､鼓膜
炎､中耳炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給



No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

57 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続
発した腹膜炎

支給

58 感染性胃腸炎
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

59
産後浮腫､術後瘢痕形
成予防

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

60

逆流性食道炎､慢性胃
炎､過敏性腸症候群､
虚弱､うつ病､不眠症､
頭痛

本草補中益気湯ｴｷｽ顆粒
-M

薬物性肝障害 支給

61 膝痛､糖尿病
ｸﾘﾉﾘﾙ錠100､ﾑｺｽﾀ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

62 胃潰瘍､H.ﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ反応 支給

63 月経不順 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21
肺血栓塞栓症､深部静脈血
栓症

支給

64 頻尿症
ﾂﾑﾗ五淋散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

65
頭痛､のどの痛みの緩
和

ｽﾄﾅｱｲﾋﾞｰｼﾞｪﾙ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

66
(胃がん検診)､右尿管
結石による疼痛

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

67
月経不順､卵巣機能不
全､避妊

ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28
肺血栓塞栓症､深部静脈血
栓症

支給

68 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

69 急性虫垂炎
ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1g｢
NP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

70 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠 左下肢深部静脈血栓症 支給

71
腸間膜ﾘﾝﾊﾟ節炎､感染
性腸炎

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給



No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

72 間質性肺炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

73 風邪気味だった為 ﾌﾟﾚｺｰﾙ持続性ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

74 気管支肺炎
ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ﾑｺｿﾙ
ﾊﾞﾝ錠15mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

75 脂肪肝､高脂血症 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 薬物性肝障害 支給

76
胃ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ菌感
染の二次除菌目的

ﾗﾝﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

77 慢性胃炎､不眠症

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
EMEC｣､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩
錠5mg｢DSEP｣､ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠
5mg

薬物性肝障害 支給

78 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

79
左乳房難治性深在性
皮膚感染症､波及性左
化膿性乳腺炎

ｶﾙﾍﾞﾆﾝ点滴用0.5g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

80

足のむくみ､手足のほ
てり､手足のしびれ､高
血圧､頚椎症､四肢の
熱感

ﾂﾑﾗ三物黄芩湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

81 膀胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

82 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

83 高血圧､頭痛

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢日医
工｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｱｰﾁﾜ
ﾝ錠10

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症(疾
病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸに続発し
た低酸素脳症による肺炎に
よる死亡(死亡)

支給

84 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
２級
１年毎

85
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ
ｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群)に続発した
呼吸器機能障害

障害
２級
１年毎

86 気管支喘息(ﾌﾞﾛﾝｺﾚｱ)
ｻｸｼｿﾞﾝ､ｻｸｼｿﾞﾝ300､ﾚﾀﾞ
ｺｰﾄ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ﾘﾝ
ﾃﾞﾛﾝ注

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
２級
１年毎



No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

87

強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状(診断書22頁よ
り記載)

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠､水溶性ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ10mg

多発性無腐性骨壊死による
肢体機能障害

障害
１級
１年毎

88 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ1000

骨粗鬆症に続発した胸･腰椎
圧迫骨折による体幹機能障
害

障害
２級
１年毎

89
(胎便吸引症候群の疑
い)

ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注
第8脳神経障害による感音
難聴

障害
２級
１年毎

90 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠「ﾀｹﾀﾞ」5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折によ
る脊柱機能障害

障害
２級
１年毎

91
急性心筋梗塞､冠動脈
ﾊﾞｲﾊﾟｽ術後

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠30､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg､ﾌﾟ
ﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg

薬物性肝障害(疾病)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

92 てんかん ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾛｯﾌﾟ5%
高ｱﾝﾓﾆｱ血症(疾病)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

93
子宮附属器腫瘍(卵巣
良性腫瘍)

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

両下肢麻痺､両下肢知覚異
常(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

94 子宮体癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL

両下肢麻痺､左体幹部及び
両下肢知覚異常(疾病)
両下肢麻痺による両下肢機
能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

95
C型慢性肝炎､慢性心
房細動

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

96

気管支喘息(最重症亜
型のｱﾚﾙｷﾞｰ性気管支
肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症
(ABPA))

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ125､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害(障
害)

入院相当でない（疾病）
障害等級不該当（障害）

不支給

97 関節ﾘｳﾏﾁ なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

98
肺結核症､胃十二指腸
潰瘍､高血圧症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

99 無月経､黄体機能不全 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

100 関節ﾘｳﾏﾁ 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

101
高血圧､高尿酸血症､
高脂血症､糖尿病､ﾊﾞ
ﾚｯﾄ食道､上気道炎

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給
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102
三叉神経痛､急性咽頭
炎､右後頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｱｾﾄｱﾐ
ﾉﾌｪﾝ錠200mg(TYK)､ｱﾄﾐ
ﾌｪﾝ錠200､ｱﾙﾋﾟﾆｰ坐剤
200､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg､ｾﾌｶ
ﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢CH｣､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg

判定不能 判定不能 不支給

103 骨粗鬆症､腰痛症 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg
筋骨格痛(右頚部痛､右李肋
部痛､右背部痛)

入院相当でない 不支給

104 糖尿病
ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠､ｷﾈﾀﾞｯｸ錠
50mg､ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg

薬物性肝障害 入院相当でない 不支給

105 心房細動 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
脳出血(疾病)
なし(死亡)

入院相当でない（疾病）
医薬品以外の原因による
（死亡）

不支給


